
クリーンデーのお知らせ（環境部）
5 月 9 日（日）午 9 時～（雨天中止）

（中止の場合は、ホームページ、および、当日朝、
広報車でお知らせします。）

リサイクルデーの実施（再生資源ごみ回収運動）

・５月１６日（日）8:30 まで       （環境部）

２・３・４丁目戸建、ロイヤルヒルズ、1 丁目社宅

・５月２２日（土）8:00 まで

あかしあ台ハイツ・ハイツ第２・ガーデンコート

・５月２３日（日）8:30 まで

１・５丁目戸建 さくら坂戸建 雨天実施・警報中止

あかしあ台自治会事務所 あかしあ台コミュニティハウス あかしあ台 1丁目５０－３

開館時間 9:00～12:00・13:00～17:00（日曜祝日閉館）Tel.079-565-2870 Fax.079-565-7055  
メール：akashia@jttk.zaq.ne.jp  ＨＰ：https://www.akashiadai.org/ 新 HPはQRコードから→

No.２6７

2021 ５月号

5 月回覧板は感染予防のた
め中止します。詳細情報は
右の QR コードから
自治会 HP・まち協 HP を
ご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止

あかしあ台コミュニティハウスの閉館について

4 月 22 日より三田市にも「まん延防止等重点措置」

が適用されました。追いかけるように「緊急事態宣言」

が一両日中に発出されます。比較的若い年齢層の大阪・

神戸への通勤者等から家族を通じて広がっているのでは

ないかと危機感を高めています。

あかしあ台自治会では、昨年 2 月段階から、関係団体

との相談・専門家の情報も参考にしながらコロナ感染症

拡大に厳しめの対応を取ってきました。今回の新型コロ

ナウイルス（変異株）の感染状況は、あかしあ台の足元

にまで迫っています。医療も逼迫し入院も治療もままな

らない可能性があります。

自治会では、コミュニティハウスご利用の皆さまの感

染の機会を少しでも軽減しようと、先に貸し館業務の中

止を決定しましが、さらに一歩進めて閉館措置を取らせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

なお、高齢者の皆さまには、蟄居（ちっきょ）生活か

らくる「高齢者フレイル（加齢により心身が衰える状態）」

の進行が心配されます。あかしあ台の恵まれた自然環境

のもとで個々に散策、日頃は気付かない発見を楽しんで

ください。連休明けには、街路樹のニセアカシアの花が

満開になります。マスク着用の上リング道路を散策して

ください。高齢者フレイルの予防のために・・・・・・

あかしあ台コミュニティハウスの閉館期間

4 月 24 日（土）～5 月 31 日（月）

あかしあ台自治会緊急連絡先

自治会携帯電話 090-7099-7287
「あかしあ台小学校区まち協ニュース 5・6 月号」

には、貸館業務停止となっていますが、その後の感

染状況を踏まえ、閉館措置をとりました。

2021 年度あかしあ台自治会費自動払込・班長集金

延期のお知らせ

2021 年度自治会費のゆうちょ銀行自動払込および班長

による集金を 5 月に予定していましたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大が止まりませんので延期します。「広報あかし

あ 6 月号」で今後の予定をお知らせします。

広報
あかしあ台内の生活道路・ボンエルフ通り・公

園内道路は 33 年の経年劣化が目立ってきてい

ます。三田市道路河川課も計画を立て徐々に改修

工事を進めていますが、このたび、4 丁目あかし

あ台公園南東角から南に下るボンエルフ通りの

舗装の改修工事が実施されます。工事期間中は、

一時的な通行止めなどの交通規制がともないま

すが、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

記

工事期間 5 月連休明け～5 月末日

問合せ先 三田市道路河川課（℡559-5108）

中止行事 自治会行事（5 月のおしゃべりカフ

ェ・あかしあシネマ）／ふれあい協議会行事（5

月のあかしあサロン・子育てサロン）／まちづく

り連絡協議会行事（５・6 月のすべての行事）／

健康推進員行事（6 月のためになる健康講座）/リ

ング道路街路樹検討会 5 月 9 日（日）10 時～コ

ミュニティハウス

外遊びが気持ちよい季節になっ

てきました。路上でのボールや幼

児の自転車遊びは危険です。近隣

の公園へ出かけましょう。車を運

転する方は、登下校の子どもたち・

お年寄りに気を付けて徐行運転を

こころがけてください。

4 丁目の白原様から電子ピアノをご寄贈いただきました。

YAMAHA CP30、ビンテージ電子ピアノです。タッチレス

ポンスを装備し、クラシック・バロックからジャズまで幅広

いご利用が可能です。コミュニティハウスのアンプ・スピー

カーにつなぎ豊かな音量で演奏することができるよう設定し

ました。一世代前の電子ピアノですが、すべての機能がパー

フェクトに機能しています。

2 階の第２会議室に設置し

ました。様々な音楽グルー

プのご利用をお待ちして

います。

実施予定行事（中止の場合はホームページより連絡）

地域内交通検討会 5 月１６日（日）13 時 30 分

～コミュニティハウス／２丁目ラグビー場跡地都

市計画変更説明会 6 月 7 日（月）19 時～ウッデ

ィ市民センター自治会 HP まち協 HP

あかしあ台公園

あかしあ台 4 丁目

ボンエルフ通り

日 月 火 水 木 金 土

リサイクルリサイクル

青自治会 緑地域全体行事 紫まち協 茶ふれあい協 橙あかしあクラブ 黒健康推進委員
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クリーンデー

地域内交通
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82 3憲法記念日 4みどりの日 5こどもの日 6 7

リサイクル

2021 5月 （予定は変更になることがあります）

1月25日 26 27 28 29昭和の日 30 1

4/29～5/5コミュニティハウス休館

4/29～5/5コミュニティハウス休館

4/24～5/31コミュニティハウス閉館

4/24～5/31（青線部分）コミュニティハウスは
新型コロナウイルス感染防止のため閉館します

閉館中あかしあ台自治会緊急時連絡先
電話 090-7099-7287



ムクドリ

日時：3 月 30 日（火）

10：00～11：30

場所：カシの木公園 ⇔ 平谷川公園

主催：あかしあ台校区ふれあい活動推進協議会

暖かい春の朝、カシの木公園にいつものメンバー等 30 名が集まり、「まんかいＦｉＴ」の大塚インストラク

ターの指導によりストレッチ体操で体をほぐしたあと、ノルディック用のステッキを両手に持ち桜が満開の平

谷川公園を散策されました。参加された皆さんは、マスクを付け、満開の桜を見ながら気持ちよく歩かれ、コロ

ナ禍で自粛生活が続く中、気分転換になったと楽しそうでした。次回もぜひ参加ください。

昨年に続きあかしあ台自治会長を務めさせていただきます達家です。

昨年度は、１年目の自治会長としてコロナ対策からスタートし、イベントのほとんどが中止となり、皆さまと

お顔を合わせる機会がほとんどございませんでした。今年もコロナのため自治会の活動がおそらく制限される

かと思います。

新型コロナウィルスの不安感が続く毎日ですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

ご存知の通り、三田市でも 4 月に入り 16 日まで８０名余りの感染者が確認されており、日々拡大傾向となっ

ております。三田は大阪への通勤されている方が多い地域ですので、充分ご注意いただきたいと思います。

あかしあ台自治会につきまして自治会定時総会は、昨年に続き会員の皆さまに集まっていただく総会集会を

開催することができませんでした。前例のない 2 年続けての議決票による総会決議ということになりました。

会員の皆さまへ班長さんを通じて、4 月初旬から定時総会議案書をお配りし、20 年度の活動報告・会計報告、

及び 21 年度の活動計画・会計予算・役員会体制、をご確認いただきました。そして皆さまから議決票 606

件、委任状 1127 件、合計 1733 件の回答をいただき、議案賛成票多数により総会と議事案件について承認

をいただきました。コロナ禍、計画していた活動プログラムが実施できず、コミニュティセンターの利用も制

限され、不本意な自治会活動ではありましたが、自治会会員の皆さまからのご理解をいただき感謝いたします。

２０２１年度につきまして新役員会・新班長の体制であかしあ台自治会がスタートいたしました。議案書で皆

さまにお伝えしました新しい活動計画は、コロナが収束することを想定した計画内容になっております。しか

し、状況を見て、実施または中止を役員会で協議しながら判断を行なっていかなくてはなりません。しばらく

はこのような状況が続くことになりますことを、どうぞご理解をお願いいたします。

ワクチン接種も始まっておりますが、しばらくは我慢と注意の日々が続きます。自由に日常生活や仲間との活

動をできる日が、1 日も早く取り戻せることを祈っております。くれぐれもお体に注意をしていただき、ご家

族やご近所の皆さんと力を合わせてこの難局を乗り切りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。

あかしあ台自治会長 達家善継

追伸 花とみどりに溢れる街に住みたい、そんな気持ちで多く方がここに住まいを構えたと思います。あか

しあ台の四季の写真は、あかしあ台の皆さんからいただきました。その写真を恒例の総会ビデオに編集いた

しました。どうぞあかしあ台の街の魅力をご覧ください。

            https://www.youtube.com/watch?v=y3MyzBVwiDM

三田市にも新型コロウイルス感染が広がり、加えて「まん延防止等重点措置」が三田市にも適用さ

れ、昨年に引き続き定時総会が開催できませんでした。4 月１０日（木）、自治会より班長への議案

書を発送しました。4 月１５日（木）までに計 180 班、全ての班から議決票・委任状が自治会事務

所に戻ってきました。議案書への多数の意見書もお届け頂きました。有り難うございました。

集計作業は、4 月 1８日（日）午前中に役員で実施しました。すべての案件に対して承認の結果を頂

きましたことをご報告いたします。なお、意見書につきましては、5 月の専門部会・役員会で検討し、

広報あかしあ 6 月号配布の際に回答を配布させていただきます。

なお、議案書 11 頁、「2020 年度あかしあ台自治会会計報告」補助金：ふれあい活動補助金 4,000

円を 0 円に、活動費：近隣ふれあい会合費 4,000 円を 8,000 円にお詫びして訂正します。

議案 承認 非承認 白票 議決 議決票 委任状 計

議案（A）報告「2020年度活動報告
（活動・会計・監査） 597 1 8 承認

議案（B）第1号議案「202１年度役員
監査役・専門部長候補者（案）」

598 1 7 承認

議案（B）第2号議案「202１年度活動
計画・行事計画・会計予算（案）」

593 3 10 承認

会員戸数2073戸に対して１７３３戸（83.6%）の議決票・委任状で書面による総会は成立しました。

606 1127 1733


