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コーヒーマシン設置のお知らせ あかしあ台自治会

香り高いコーヒーで楽しいひとときをどうぞ

自主防災に係わる基調講演と意見交換会 あかしあ台自主防災検討会

2022年度あかしあ台自治会定時総会に寄せられました「意見書・要望書」への回答配付につきま
しては、役員会でのさらなる審議が必要ですので、延期し次月、配付いたします。 自治会事務局

あかしあ台小学校区の防災のあり方について、地域の皆さまと共に考える機会として、基調講演会を開催します。

今後、2年ほどをかけて、あかしあ台における自主防災のあり方を検討し、実のある防災計画を確立する予定です。

テーマ 「地域に必要な自主防災力について」(申込み 事務局：内布090-2284-4125 spcn87q9@ocn.ne.jp

京都大学防災研究所 巨大災害研究センター長 畑山満則 教授 または、申込書でコミュニティハウス

日時 6月12日（日）13時30分～16時 場所 ウッディタウン市民センター大集会室 まち協ポストへ）

あかしあ台自治会事務所
〒669-1323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/

自治会

ＨＰ

まち協

ＨＰ

6月の行事予定の詳細情報は下のQRコードから
自治会HP・まち協HPでご確認ください。

自治会

回覧板

この度、あかしあ台コミュニティハウスのホールにＵＣＣコーヒーマシンが設置されました。６種類の中から本格

的なコーヒーを一杯１００円でホットかアイスでお楽しみいただけます。

サークル・お買い物帰りの休憩・お友達とのティータイム・会議の打合せなどコミュニティハウスにお越しの際は、

ぜひ、ご利用ください。

コーヒーマシンのお世話は、あかしあ台自治会コミュニケーション部が担当しています。 春のハイキング 百歳体操 百歳体操
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6月 (予定は変更になることがあります。ホームページからお知らせします)

リング道路街路樹アンケート調査へのご協力のお願い

・6月13日（月）までに調査のお願いに指定された
班長様・管理事務所ポスト等へご投函ください。

あかしあ台自主防災活動 基調講演・意見交換会
・6月12日（日）13:30～ウッディ市民センター

「地域に必要な自主防災力について」 チラシ配付済

京都大学防災研巨大災害研究センター長 畑山満則教授

あかしあシネマ コミュニケーション部

・6月4日（土）9：30～11：40「殿、利息で

ござる」中村義洋監督 出演：阿部サダオ･

瑛太・妻夫木聡 2016作品 申込不要

・7月2日（土）9：30～｢少年H｣ 主演：水谷豊

おしゃべりカフェ
・6月5日（日）13：00～14：00
「マーレイ・コーラスとともに楽しく歌おう」

・7月3日（日）13：00～14：00

「オーラル・フレイルの予防」講師：清水佳世子先生

シネマ・カフェ共あかしあ台コミュニティハウス集会室

あかしあサロン ふれあい推進協議会

・6月16日（木）14：00～15：30
「あかしあ台で日々安心して生活するために何が必要か」

ウッディ地域包括センター笑顔のお二人とのおしゃべり

・あかしあ台コミュニティハウス集会室 申込不要

リサイクルデーの実施（再生資源ごみ回収運動）

・6月19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

・6月25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

・6月26日（日）8:30まで 雨天実施・警報中止

１・５丁目戸建 さくら坂戸建

クリーンデーのお知らせ（環境部）
・7月3日（日）8:00～ 雨天中止・警報中止

（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）

5月のまち協行事 百歳体操火木9:10 公園

ストレッチ第1･2･4火および第1･3･4･5木10:00
Enjoyストレッチ第2木10:00 ノルディック散策第3火
10:00 健康歌声カフェ第1木10:00 カードゲーム第
1火10:00 パソコンカフェ第2火9:30 踊りを楽しむ
集い第3木10:00 俳句を楽しむ会第4木10:00 ふれ
あい麻雀カフェ第2・4火および第2･4水13:30

自治会役員会・専門部長会
・6月３日（日）15：30～

新鮮野菜展示即売会＆予約 あかしあサポート

・6月16日（木）７月７日（木）10:00～
・カシの木公園（コミュニティハウス隣）悪天中止

回覧板
QRコード

ウッディ・ソフトボール大会 申込み締切済

・6月26日（日）8：30～駒ヶ谷運動公園野球場

mailto:akashia@jttk.zaq.ne.jp
https://www.akashiadai.org/
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日時：5月15日（日）

１３：００ ～ １４：００

場所：コミュニティハウス集会室

主催：あかしあ台自治会

コミュニケーション部

あかしあ台に入居が始まってから33年が経ちました。街並みもすっかりかわりましたが、懐かしい映像を見ながら、

皆さんで今昔を語り合いましょう！！と25名の方が、コロナ感染防止対策がされた会場に参加されました。

第1部として、198８年からあかしあ台に住んでおられる奥村副会長さんが、あかしあ台小学校創立３０周年の記念

授業としてあかしあ台の生い立ちについて講義をされた内容をもとに話をしていただきました。

第2部としては、達家会長が、あかしあ自治会の1年間の行事を中心としたビデオを作成しておられ、いつもは、あ

かしあ台自治会の総会で放映されるのですが、コロナ禍の中でもあり、総会が開催できなかったことから、この場で放

映していただきました。

参加されていたご夫婦にお聞きすると「3年前にあかしあ台に越してきたのですが、私たちが住んでいるあかしあ台

の町がどのようにできたのか、知りたくて、参加させていただきました。お話をお聞きして、あかしあ台は、もとは

「赤松の生えるマツタケ山」だったとお聞きし、驚きしました。また、おいしいコーヒーもいただき、ありがとうござ

いました。」と話しておられました。

開催していただきましたコミュニケーション部のみなさんありがとうございました。次回は、6月5日（日）13時か

ら14時に「マーレイ・コーラスと共に楽しく歌おう！」です。多くの参加をお待ちしています。

おしゃべりカフェ『映像で懐かしむあかしあ台の歴史』 あかしあサロン 春の歌を コールあかしあさんとご一緒に♪

会長作成のビデオ（2018年～2022年）は、

あかしあ台自治会のホームページからご覧ください。

日時：４月２１日（木）

１４：００ ～ １６：００

場所：コミュニティハウス集会室

主催：あかしあ台校区ふれあい活動

推進協議会

協力：コールあかしあ

当日はあいにくの雨でしたが、スタッフを含め40名近くの人たちが集まり、コールあかしあの奥村先生のご指導

の下で懐かしい歌を楽しみました。まずは春の唱歌や歌あそびに始まり、ティータイムの後は古関裕而名曲集の数々

を、マスクを付けたままながら皆で声を出して笑い・歌う、楽しいひと時となりました。

あかしあサロン 『喫茶寄り道♪』

アンサンブル・シュシュ コンサートと気功
日時：５月1９日（木）

１４：００ ～ １５：３０

場所：コミュニティハウス 集会室

主催：あかしあ台校区ふれあい活動

推進協議会

初夏を思わせるような五月の午後、この日を楽しみにしていた大勢の皆さんが集まりました。第一部は、奥村先生

指揮のアンサンブル・シュシュの皆さんによる女声コーラスで、その美しく豊かなハーモニーを堪能しました。

休憩をはさんだ第二部は、さくら坂の久保様ご夫妻による気功です。気功の心構えに始まり、万能のツボややさしい

気功など、実践的なご指導をいただきながら身体を動かしました。
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