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三田市のごみ収集の変更について
⚫ ９月１日よりあかしあ台・さくら坂のごみの収集日が変わります（1頁参照）。

⚫ 戸建ての可燃ごみ専用のごみステーションに不燃ごみ・空きびん・ペットボト

ルを出せるようになります。

⚫ スプレー缶やカセットボンベは、中身を使い切って穴を開けずに「びん指定

袋」に入れて、びんの収集日に出せるようになります。

⚫ 現在運用の「可燃当番」・「不燃当番」ファイルを無くし、当番は週単位に変

更します。（詳しくは新しい「当番ファイル」内の運用方法を参照願います）

⚫ 新しい当番ファイルと交換するため、現在運用の戸建てステーションの可燃ご

みと、不燃ごみ当番ファイルを探しています。現在ファイルがどこにあるか行

方をご存じの方は、お手数ですが自治会事務所までご一報ください。

第2回あかしあ台自主防災会検討会（ご報告）

第２回あかしあ台自主防災会検討会を２０２２年７月１０日（日）午後、あかしあ台自治会コミュニティハウス集
会室にて開催しました。

検討会では、三田市地域防災計画において自主防災に求められる事項や基本的な考え方にベースにして、あかしあ
台における自主防災活動の具体化を図ることを確認しました。

また、検討委員の意見を集約すると、①あかしあ台では災害の実感が持てないなか防災に対する意識が低いと思う、
しかし、予防として備えをしておくことは重要である。②防災活動には、特に近所のコミュニケーションが重要であ
るが、近所での人と人のつながりが難しい状況にある。③さらに、将来を含めて高齢化が進み社会的孤立や単身者が
益々増えていくなかで、今は大丈夫でも一人での歩行が困難な方や様々な支援を必要とする方も増える。そのような
背景から、就労時間帯の発災時に備えて、日ごろからの“緩やかな見守り”“ご近所交流”“子どもの安心安全”を含め、今
までの自主防災の在り方を見直しする必要があるなどの意見

がありました。

検討会としては、地域の各種活動団体や行政・教育機関とも調整しなが

ら、就労時間帯の発災時においても、誰もが助かる地域をイメージした対

応可能な防災活動の検討を進めていきます。

今後の予定として、あかしあ台自主防災を具体的に検討するうえで、地

域の方々に防災に係るアンケート調査を9月に実施する予定ですのでご協力

をよろしくお願いいたします。 リサイクルデー（時間厳守でお願いします）
8月21日（日）8:30まで 雨天実施警報中止
２・３・４丁目戸建・ロイヤルヒルズ・1丁目社宅

8月27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

8月28日（日）8:30まで 1・5丁目・さくら坂戸建
4月よりビンの取り扱いは中止しています

おしゃべりカフェ（8月より開始時間30分繰り下げ）

8月7日（日）13：30～14：30

～ウクレレ＆フラダンス《ハウオリ・アロハ》～

あかしあ子どもシネマ8月1日（月）申込締切済

9：30-12:00・13:30-16:00 「河童のクゥと夏休み」

あかしあシネマ8月6日（土）9:30～11：30
「僕は、君のためにこそ死ににゆく」 監督：新城卓
主演：岸惠子・徳重聡 2007年作品

9月1日よりあかしあ台・さくら坂の
ゴミの収集日が変わります

あかしあ台・さくら坂

可燃ゴミ 毎週火・金曜日

不燃ゴミ 第2・4木曜日

空きビン 第2月曜日

ペットボトル 第3月曜日

4ページもご覧下さい

9月1日よりあかしあ台・さくら坂の
ごみ収集日が変わります

三田市からのお知らせ等をご確認ください

8月1日 2 5 6
自 街路樹検討会 自 子どもシネマ 子 子ども教室 子 子ども教室 自 あかしあシネマ

コ 10:00～12:00 コ 9:30～12:00 コ 9:30～11:30 コ 17:00～19:00 コ ９：30～11：45

13:30～16:00

7 8 9 11 山の日
自 おしゃべりカフェ 子 子ども教室 子 子ども教室

コ 13：00～14：00 コ 9:00～12:00 コ 17:00～19:00

コミュニティハウス夏期休館（8/8～8/16）

15

子 子ども教室

コミュニティハウス夏期休館（8/8～8/16） コ 17:00～19:00 あかしあ台夏祭り

全 リサイクルデー 子 子ども教室 全 リサイクルデー
8：30まで コ 17:00～19:00 8：00まで
2・3・4丁目戸建 あかしあ台ハイツ
ロイヤルヒルズ ハイツ第2
1丁目社宅 ガーデンコート

あ 子ども教室

コ 18:30～20:00

2
全 リサイクルデー 自 あかしあシネマ

8：30まで コ 柘榴坂の仇討ち

1・5丁目戸建 ９：30～11：45

さくら坂 健 フレイル予防教室

コ 14:00～15:00

主催 全 地域全体の活動 自 自治会行事 ま まち協行事 子 あかしあっ子広場（放課後子ども教室）あ あかしあクラブ 健健康推進員

場所 コ コミュニティハウス カかしの木公園 は はじかみ池公園 学 あかしあ台小学校

土
7月31日 3 4
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中止します
新型コロナ蔓延のため

21 22 海の日 23 24

328 29 30 31 9月1日

25 26 27

mailto:akashia@jttk.zaq.ne.jp
https://www.akashiadai.org/


0

真夏を思わせる日差しの中、3年ぶりにウッディタウン地区のソフトボール大会が開催され、4地区から約120名の
方が参加され、6チームで試合を行いました。
コロナ禍を吹き飛ばすかのように、和気あいあいと元気よくプレーを楽しんでおられました。あかしあ台はＡ，Ｂ

チームの2チームが参加され、結果は、ゆりのきＡチームが優勝、あかしあのチームは、僅差で上位入賞とはなりま
せんでした。お世話をいただいたウッディタウン体育振興会の皆さんありがとうございました。

おしゃべりカフェ『オーラルフレイルの予防について』

日時 7月3日（日）13：00～14：00

場所 コミュニティハウス 集会室

共催 あかしあ台健康推進員

あかしあ台自治会コミュニケーション部

今回の「おしゃべりカフェ」は、約20名の方が参加され、すずかけ台在住で歯科衛生士の清水佳世子先生に「オー
ラルフレイルの予防について」の講話をいただきました。先生から介護につながるような高齢期の心身の衰弱を「フ
レイル」といい、特にオーラルフレイル（口腔機能の低下）は、全身のフレイルを引き起こす原因になりやすいこと
がわかっています。オーラルフレイルを予防し、また進行を食い止める対策が必要です。とたくさんのパネルを使っ
ての説明に参加者の皆さんは、うなずきながら聞いておられました。また、予防策として「歯みがき」による「口腔
清掃」と「口腔体操」の一つとして「パ」「タ」「カ」「ラ」とはっきり発音することで唇や舌を鍛える「飲み込む
力を高める体操」を実践して、教えていただきました。お世話をいただきました健康推進員・コミュニケーション部
の皆さんありがとうございました。

次回のおしゃべりカフェは、8月7日（日）13：30～14：30ウクレレ・グループ＆ステキなフラダンス《ハウオ
リ・アロハ》の皆さんです。ご来場お待ちしています。

あかしあサロン『喫茶寄り道』『落語』けやき亭 楽太郎さん

子育てサロン 「楽しく遊びましょう」

7月の子育てサロンは、ふれあい協のみなさんが、おもちゃをアルコール消毒され、コロナ感染防止対策がとられ
た会場に、6組12名のお子さんとお母さんが参加されました。サロンの前半は、子供たちがおもちゃで遊び、お母さ
んたちは、おしゃべりを楽しんでおられました。後半は、小さなたらいに入れたおもちゃの金魚すくいが始まりまし
た。おもちゃの金魚を紙で作ったポイですくうのです。うまくすくって、ボールがいっぱいになる子どもさんやたら
いに入ってつかまえる子どもさんもおられて、たいへん楽しそうでした。お世話をいただいたふれあい協のみなさん
ありがとうございました。

子育てサロンは、お子さんにゆっくり関わる場として、お友達作りの場として、また、情報交換などできる場とし
て設けています。ぜひ、お子さんと一緒にサロンに遊びにいらしてください。参加は無料です。

次回は、9月22日（木）10：15～11：45《仲良く遊びましょう》です。お待ちしています。

開催日：2022.6.26（日）

場 所：駒ヶ谷運動公園 野球場

主 催：ウッディタウン体育振興会

あかしあ台チームのみなさん

日時 7月14日（木）10：15～11：45

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

日時：７月21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

今月のあかしあサロンは、感染防止対策がとられた
会場に、約40名の方が参加され、けやき亭楽太郎さん
の落語「皿屋敷」を楽しまれました。あかしあ喫茶寄
り道は、コロナ禍で2年半も延期となりましたが、今回快くお引き受けくださり、
ようやく実現しました。
けやき亭楽太郎さんは、お寺のご住職でもあられ、趣味の落語で地区のサロン
やデイサービスにも出向かれ落語を披露されています。

演目の「皿屋敷」が始まり、いよいよクライマックスでは、集会室中に一
枚・二枚とお菊さんの声が響きました。その後、永平寺での修業時代のお話し
と説法もあり、参加されている方から墓についての質問などにも丁寧にお答え
いただきました。参加された方からは、落語も素晴らしく、ためになるお話も
お聞きし感謝いたしますとおっしゃられ、皆さんとても優しい笑顔でお帰りに
なりました。

次回のあかしあサロンは、9月15日（木）14：00～15：30「秋の歌をコー
ルあかしあの皆さんとごいっしょに」です。参加をお待ちしています。


