2011 年 11 月号
平成 23 年 11 月 19 日

行事予定表
◆自治会行事予定◆
11 月 19 日(土) 回覧文書引き取り日
第７回地区委員会・部会 20：00～
ロビー活用委員会
16：00～
けやき交流委員会
17：00～
11 月 20 日(日) 資源ゴミ還元品引換
（12 月 4 日(日)まで）
11 月 23 日(水) コミュニティハウス休館日
12 月 3 日(土)
資源ごみ回収
回覧文書引取り日
第 9 回役員会
17：00～
広報委員会
9：30～
12 月 11 日（日） クリーン・デー
9：00～
12 月 17 日（土） 回覧文書引き取り日
第 8 回地区委員会・部会 20：00～
12 月 23 日（金） コミュニティハウス休館日
防火パトロール
20：00～
12 月 28 日（水）～1 月 5 日（木）
コミュニティハウス休館日
◆その他行事予定◆
毎週月曜日
ラジオ体操
9：00～
（けやき台健康推進員）
11 月 13 日（日） 丁目対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
8：30～
（スポーツクラブ２１けやき）
11 月 20 日（日） ピンポンクラブ
9：00～
（スポーツクラブ２１けやき）
11 月 21 日(月) 新聞紙で作るエコバック 13：30～
（ふれあい活動推進協議会）
11 月 26 日（土） けやき台ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 8：30～
（スポーツクラブ２１けやき）
11 月 27 日（日） ピンポンクラブ
9：00～
11 月 30 日(水) 絵本の読み聞かせ
15：45～
12 月 3 日(土)
けやき台ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
9：30～
(スポーツクラブ２１けやき)
12 月 4 日（日） ピンポンクラブ
9：00～
12 月 7 日(水)
絵本の読み聞かせ
15：45～
12 月 11 日（日） ピンポンクラブ
9：00～
おもてなし料理教室
9：30～
（けやき台健康推進員）
12 月 14 日(水) 絵本の読み聞かせ
15：45～
12 月 18 日（日） ピンポンクラブ
9：00～
12 月 21 日(水) ぐりとぐらのクリスマス会＆
絵本の読み聞かせ
14：00～
12 月 23 日(金) クリスマスコンサート
13：00～
（ふれあい活動推進協議会）

ゆりのき台自治会と交流会を実施
11 月 12 日(土)にゆりのき台とけやき台の自治会の役
員がけやき台コミュニティハウスに集まり、おたずね
交流研修会を開催しました。この交流研修会は、ゆり
のき台自治会から相談のあった自治会活動での課題
を、けやき台自治会の活動を事例として両自治会の活
動の取組を比較して情報交換することにより、改善解
決策を見出すこと
を目的に企画され
ました。両自治会
には共通する課題
も多く、有意義な
交流研修会となり
ました。

けやき台小学校創立 20 周年記念式典
11 月 5 日（土）けやき台小学校創立２０周年記念式
典を挙行いたしました。来賓の皆様、地域の皆様にも
多数ご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。
式典では、児童たちが作った「２０周年記念の歌」
を披露してくれ、元気な歌声を会場いっぱいに響かせ
ました。
第二部の文化鑑
賞会では、かわい
いお猿のモンキー
ズショー、迫力満
点 Kogakusyu 翔
の打楽器演奏で皆
さんに楽しんでいただきました。
２０周年記念事業の様子は、記念誌として発行し、
皆様にもお届けいたしますので楽しみにお待ちくださ
い。（けやき台小学校）

けやき台自治会 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ: http://www.keyaki-c.skr.jp/forum E メールアドレス: keyaki-c@jade.dti.ne.jp
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秋晴れの中

けやき台自治会通信

健康ウォーキング

9 月 27 日（火）
、秋晴れの気持ちのよい天気の中、
総勢 26 名で関学まで歩きました。

自治会よりお知らせ
【うれしいお知らせ～個人宅に AED 設置】
公共機関等には最近多くのところで設置されていま

約 2 時間かけてカルチャータウンの関学に到着、途

すが、６丁目１－１３にお住いの武藤さんが AED を

中、萩やススキ、金色に輝く稲穂を見たりして秋を満

ご自宅に設置されました。「必要な時にいつでもお使

喫し心身ともにリフレッシュ出来ました。

いください」ということですので個人情報

到着後、楽しみにしていた昼食を、若い学生さんに
交じって「学生食堂」でいただきました。
値段も安く、メニューも豊富です・・・また皆さん行
ってみてください。
次回も是非ご参加くださいね。
（健康推進委員）

ですが住所等をお知らせします。
【赤い羽根共同募金のお礼】
このたびは、赤い羽根共同募金に温かいご協力をい
ただき、ありがとうございました。
募金は三田市共同募金委員会に届けました。けやき
台自治会では１００，６６２円の募金がありました。
【三田マスターズマラソン】
今年も 12 月 18 日(日)に開催されます。けやき台自
治会ではスポーツ振興部を中心として三田市民病院近
辺の沿道警備等のボランティアに参加します。
また、けやき台にお住まいの方もたくさん選手とし
て参加されます。沿道では小旗も配られますので皆さ
んの応援をお待ちしています。

「しあわせの村」でパターゴルフ
10 月 20 日(木)にバスで神戸市北区の
「しあわせの村」
に行き、パターゴルフを初心者からベテランまで 52 名
の参加者がわきあいあいと楽しみました。初心者はベ
テランから丁寧な指導を受けながらプレーに挑戦して
いました。初めて体験する人も要領がつかめたのか後

けやき台自治会

入会者◆(敬称略)

【１０月】
３丁目

2名

５丁目

1名

６丁目

6名

半は皆さん好成績で回りました。
パターゴルフで汗を流した後、昼食会場に移動、成
績発表を聞きながら食事をし、午後は温泉に入る人、
村内を散策する人、それぞれ自由にバスの出発時刻ま
で過ごしました。
車中で賞品の授与、女性部
のお楽しみ抽選会など楽しみ
ながら帰路につきました。親

けやき台

会員数

前月比

３ 丁 目

７２１

＋２

４ 丁 目

７０６

－１

５ 丁 目

３１４

＋１

６ 丁 目

５０６

＋６

２２４７

＋８

合

計

睦も深まり皆さん満足されて
いました。
（けやきクラブ）

けやき台自治会会員数(平成 23 年 10 月末現在)
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ふれあいサロン

子育てサロン

10 月 20 日に開催しました。

10 月 27 日に開催しました。

今回は皆様に気軽に来て頂ける

雲ひとつない青空の中、多数の親

雰囲気づくりを目標に音楽を流し、

子さんが参加されました。

ふれあいバスツアー
雲行きが怪しい天候でしたが 10
月 13 日に無事実施できました。
今回は多数の方からの申し込み

コーヒーを立て、ケーキを食べなが

始めて参加される親子さんも多

ら、テーブルを囲んでの会話を楽し

く、ホール内が狭く感じ取れる状況

ヒガシマル醤油工場見学、そうめ

んでもらいました。

でしたが、会話に花を咲かせ、縦横

んの里での昼食、キリンビール工場

無尽に遊びまわる子供達で大変に

見学と試飲と皆様に楽しんでもら

ぎわいました。恒例のティーブレイ

えたかなと思っております。

ふれあいサロンは毎月第 3 木曜
日に開催しております。
11 月は 17 日(木)に開催。

ク、お誕生祝いとお子さんのスナツ

12 月は 15 日(木)にハンドベルの

プ写真の提供も好評です。

演奏を聴きながら心と体を癒すイ

子育てサロンは毎月第 4 木曜日

ベントを開催しますので皆様のご

に開催しています。
11 月は 24 日(木)

参加お待ちしております。

に開催します。12 月は 22 日(木)に

（ふれあい活動推進協議会）

クリスマスイベントを予定してお

があり感謝しております。

また、来年も同様な企画を考えて
いきますのでご参加の程、宜しくお
願いします。
(ふれあい活動推進協議会)

りますので皆様のご参加お待ちし
ております。(ふれあい活動推進協
議会)

ドッジボール大会、バドミントン大会開催のお知らせ
【けやき台小学校区ドッジボール大会の開催】
日時：１１月２６日（土） 午前８時３０分集合
場所：けやき台小学校体育館
持ち物：体育館シューズ、運動できる服装、水筒、タオルなど

【第６回バドミントン教室 ＆ 第１回けやき台バドミントン大会の開催】
日時：１２月３日（土）
①

受付：午前９時１５分開始

９：３０～１１：００ バドミントン初心者教室

② １１：３０～１４：００ バドミントン大会
場所：けやき台小学校体育館
持ち物：お弁当（バドミントン大会で勝ち進まれる方）
、飲み物（なお、参加者にはｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ１本ご用意します）
タオル、運動靴（体育館用）
、運動できる服装 （ラケットは当方でお貸し出しします）
申し込み等詳細は既に各戸配布しているチラシ（１１／５付）をご覧ください。
（けやき台体育振興委員会、スポーツクラブ２１けやき）
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青少年健全育成協議会より(10/27 開催)
（1） 青少年健全育成事業「地域クリーン作戦」けやき台小学校校区の報告
・ 10/22 約 70 名出席 ゴミ 3 袋回収
（2） 情報交換
・けやき台 3 丁目と 4 丁目の間（けやき台 1 番バス停）に横断歩道ができたが利用していない生徒等あり、指
導強化⇒けやき台中学校
・イオン三田 10 月万引 3 件発生 小-5 2 名、高-1 2 名、高-2 2 名
・ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ

万引きについては、店長の判断で、通報等をしている。

⇒三田警察、各学校共、再発防止のため、届け出するよう要望あり。
中学生が制服での来店（数人単位）がある。⇒各学校共、塾や外出する場合は一旦自宅に帰宅し、制服
を着かえてから外出するよう指導しているとのこと。
・三田警察 ⇒ 未成年（女性）に対する声掛け（痴漢、公然猥褻等）の発生あり
兵庫県統計では、発生は木曜日（18％）火曜日（17％）、時間は 17 時から
18 時（23％）次に 15 時～16 時が多く、発生場所は下校時の通学路や遊んで
いる最中が多く、単独犯で、対象は小学生から高校生まで幅広いとのことです。
三田警察署管内の 1 月～9 月の統計では、金曜日、15 時～16 時、通学路、
対象は高校生に対する公然猥褻が多いとのことです。

ふれあいステーション
（3） 情報交換
★10・けやき台
月 16 日(日)～10
月4
30丁目の間（けやき台
日(日)まで 9 月 25 日に行われましたウッディタウン地区運動会の様子の写真を展示し
3 丁目と
1 番バス停）に横断歩道ができたが
ました。ご希望があれば、運動会の様子の
DVD も準備しています。
利用していない生徒等あり、指導強化⇒けやき台中学校
★11 月は次のような展示を企画していますので多くの皆さんの来場と鑑賞をお待ちしています。
・ゆりのき台藤和ﾏﾝｼｮﾝ付近で車と小学生の接触事故あり（とびだし）⇒ゆりのき小
①11 月 5 日(土)～19 日(土) ふれあいバスツアー（ヒガシマル醤油工場見学など）
・10/26 あかしあ台 5 丁目 不審者あり⇒あかしあ台小学校
②11 月 20 日(日)～25 日(金) ミカン狩りツアー
・市民センターでの自転車違法駐車多い⇒ゆりのき台中学校
③11 月 25 日(金)～12 月 2 日(金) ふれあい作品展
・関学と祥雲館高校の間で、バイクと自転車の衝突事故あり（以前も同様の事故あり）
④12
月 2 日(金)～10 日(土) ハミングバードけやき（コーラス）
11/15
周年式典⇒祥雲館高校
⑤12
月 1510
日(木)～23
日(金) 三田 100 人の風景(パネル展示と DVD 放映)
★ロビーの活用についてどんどんアイデアを募集しています。連絡はコミュニティハウスまでお願いします。
・イオン三田 10 月万引 3 件発生 小-5 2 名、高-1 2 名、高-2 2 名
・ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ

万引きについては、店長の判断で、通報等をしている。

新聞紙で作るエコバッグのご案内
資源ゴミ回収の還元品について
⇒三田警察、各学校共、再発防止のため、届け出するよう要望あり。
中学生が制服での来店（数人単位）がある。⇒各学校共、塾や外出する場合は
新聞紙で素敵なバックが出来ますよ！
資源ゴミ回収の還元品の受け取りは以下の通りです。
一旦自宅に帰宅し、制服を着かえてから外出するよう指導しているとのこと。
【日時】１１月２１日（月）１３：３０～１５：３０
◆11 月 20 日(日)～12 月 4 日(日)
・三田警察 ⇒ 未成年（女性）に対する声掛け（痴漢、公然ﾜｲｾﾂ等）の発生あり
【場所】けやき台コミュニティハウス 集会室
【場所】イオン三田ウッディタウン店
【持ち物】新聞紙、ハサミ、木工用ボンド、ハンドタ
オル（新聞紙面のカラー広告の頁、英字新聞
等で５枚～７枚でバック１枚分の材料）

3 階サービスカウンター
【引き換え時間】午前 10 時～午後 7 時
◆12 月 5 日(月)～12 月 12 日(月)

ささやかですが、お茶とお菓子も用意しております。

【場所】コミュ二ティハウス事務室

男性の方もご参加下さい。
（年齢制限はありません。
）

【引き換え時間】平日・土曜 午前 9 時～午後 5 時

申し込み等詳細は、既に各戸配布している案内をご覧
下さい。（ふれあい活動推進協議会）

日曜 午前 9 時～午後 1 時
（資源ゴミ部）

