2011 年 12 月号
平成 23 年 12 月 17 日

行事予定表
◆自治会行事予定◆
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～
ロビー活用委員会
14：00～
けやき交流委員会
17：00～
12 月 23 日(金/祝) コミュニティハウス休館日
年末防火パトロール
20：00～
12 月 28 日(水)～1 月 5 日(木)
コミュニティハウス年末年始特別休館日
1 月 7 日(土)
資源ごみ回収
第 10 回役員会
19：30～
1 月 8 日(日)
人権ネットワーク委員会 10：00～
1 月 9 日(月/祝) コミュニティハウス臨時休館日
1 月 15 日(日)
とんど焼き
11：30～
自主防災訓練
9：00～
1 月 21 日(土)
回覧文書引き取り日
第 9 回地区委員会・部会 20：00～
◆その他行事予定◆
毎週月曜日
ラジオ体操
9：00～
(けやき台健康推進委員)
12 月 4・11・18 日(日) ピンポンクラブ
9：00～
(スポーツクラブ 21 けやき)
12 月 21 日(水)
ぐりとぐらのｸﾘｽﾏｽ会
14：00～
絵本の読み聞かせ
15：45～
12 月 22 日(木)
子育てサロン
10：00～
(ふれあい活動推進協議会）
12 月 23 日(金/祝) クリスマスコンサート
13：00～
(ふれあい活動推進協議会)
1 月 11 日(水)
新春恵方参り
8：00～
※60 歳以上参加可（けやきクラブ）
絵本の読み聞かせ
15：45～
1 月 18 日(水)
絵本の読み聞かせ
15：45～
1 月 19 日(木)
ふれあいサロン
10：00～

ドッジボール大会
11 月 26 日(土)にけやき台小学校体育館にて、けやき
台ドッジボール大会が行われました。
この大会は、毎年、中学生が主体となり運営されてい
ます。今年もコートの準備から審判まで頑張っていま
した。そして、高学年、中学年、低学年、お母さん、
それぞれの部で熱戦が繰り広げられました。
最後に、高学年チーム対
お父さんチーム、ドッジ
ボールクラブ対 OB チーム
の試合もあり、幅広い層で
楽しむことができました。
(けやき台体育振興委員会・スポーツクラブ 21 けやき)

おもてなし料理教室
12 月 11 日(日)9 時 30 分から市民センター調理室で
「おもてなし料理教室」を行いました。参加者は 20 名
で、お正月にご自宅で我が家の味を楽しんでいただく
為に簡単に出来る料理にしました
メニューは「鶏肉のごまだれ焼き」「鮭のテリーヌ」
「すずしろ蒸し」「数の子のみそ粕漬け」「たたきごぼ
う」「散らし寿司」「若竹キューリ」
「小倉蒸しケーキ」
沢山のメニューでしたが流石主婦の皆さん・・・手際
よく時間内で余裕を持って仕上げました。
お味は全て美味しかったです！！(健康推進員)

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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三田のポケットな歴史と音楽会
11 月 25 日(金)、
「さんだガイド塾」の講師をお招き
し、三田の歴史を、伝説や民話を交えながら解説して
いただきました。歴史にまつわる地名の由来、読みに
くい地名などについて、皆さん興味深く聴講していま

お知らせ
クリスマスコンサート in チャペル
出演 ハミングバードけやき、フレーズ

変更あり

日時：12 月 24 日 (土) 開場 15:00、開演 15:30
場所：三田ホテルチャペル

入場無料 先着 50 名まで

主催：ハミングバードけやき

した。

自治会より

音楽の都ウィーンの
情景(ビデオ)にモーツ
アルトの旋律を鑑賞し、

《ゴミステーション利用上の注意》

また懐かしい思い出の

最近、ゴミの分別が正しく行われていないため、回収

ピアノ曲を楽しみ、心

されずに残されるゴミ袋が多く、ゴミステーションの

も身体も癒やされまし

円滑な利用に支障をきたしています。また、ゴミステ

た。
（参加 42 名：けやきクラブ）

ーションの清掃当番の方、ゴミステーション委員の方
に多大な迷惑と負担がかかっています。

健康講座

これまで、けやき台ではゴミの分別が不十分で回収
されなかったゴミはゴミステーションの清掃当番の方

12 月 6 日(火)、
「認知症についての知識と予防につい

に再分別していただいていました。三田市のクリーン

て」の講座をやすおか心療内科 院長 安陵康浩先生を

センターからの指導があり、今後、ゴミを出されたご

お招きして開催しました。講義の始めに「梅、猿、自

本人に引き取っていただき、分別を再確認していただ

動車」をメモせずに覚えるよう言われ、本題の認知症

くことになりました。

の症状、早期発見初期のサインを見逃さない、原因、

つきましては、けやき台の住民の方々に、下記のこ

診断、治療と説明されました。問診の段で、最初に覚

とを徹底していただきますよう、ご協力をよろしくお

えた３つは何でしたかと受講生にテストし、予防方法

願いいたします。

の説明がありました。認識を新たに予防に努力しなけ

○ゴミ袋に「丁目－番地－号数」を記入してください

ればと思いました。

○ゴミの分別の徹底してください

高齢者支援センターか

（分別が不明の場合

三田市クリーンセンター

ら、悪質商法に関する注意

563-5551 にお問い合わせください）

がありました。ジャンケン

本日各戸に配布しました「わくわくねっとけやき

勝ち抜き大会で大盛況で

VOL68」も参照してください。

した。

けやき台自治会

（参加 50 名：けやきクラブ）

男子ミニバスケットボール体験教室
男子ミニバスケットボールクラブ 体験教室のご案内

入会者◆(敬称略)

【11 月】
５丁目

1名

６丁目

3名

けやき台

会員数

前月比

３ 丁 目

７２０

±０

４ 丁 目

７０７

±０

場所：けやき台小学校体育館

５ 丁 目

３１４

±０

持ち物：体育館シューズ、飲み物、タオル

６ 丁 目

５０６

＋２

２,２４７

＋２

日時：平成 24 年 1 月 20 日(金)17:00~19:00
平成 24 年 1 月 22 日(日)9:00~11:30

運動しやすい格好で来て下さい。たくさんのご参加お
待ちしています！

問い合わせ：長澤(565-6527)

合

計

けやき台自治会会員数(平成 23 年 11 月末現在)
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ふれあい活動推進協議会だより
「ふれあいサロン・けやき」
11 月 17 日に開催しました。11 月に誕生日を迎えられた方に参加者全員によるお祝いとグルーブに分かれてのゲー
ムにと、皆さん楽しい時間を過されました。12 月 15 日は先月にご紹介しました「ハンドベル」の演奏を楽しみまし
た。年明けの 1 月 19 日は「ぜんざい」をご用意しますので、皆さんの“ご来店”をお待ちしています。
「ふれあい子育てサロン」
11 月 24 日、冷たい風が吹く天候でしたが沢山の方々が来られました。子供達も顔なじみが増え、一緒に遊びに興
じていました。12 月 22 日には特別企画として「ぐるんぱママと遊ぼう」を企画しています。プレゼントもあります
のでご近所の方、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。1 月は 26 日に開催します。
「エコバック作り」
11 月 21 日に開催しました。予想を超える 31 名の参加があり、エコへの関心の高さを認識しました。
「彩の和」の
方々のご指導のもと、新聞紙のカラー広告欄や英字新聞紙を使って思い思いのバックを作りました。男性の方の参加
もあり、和やかな雰囲気の中、出来上がったバックに皆さん満足されていました。

〔ふれあいサロン〕

〔子育てサロン〕

《ふれあいクリスマスコンサートのお知らせ》
日時：12 月 23 日 (金/祝) 受付 12:30、時間 13:00 ～15:00

〔エコバッグ作り〕
抽選会、お子様にはクリスマ
スプレゼントもあります

場所：ウッディタウン市民センター2 階大集会室
内容：ハワイアンバンド、ストリートダンススクール、J-POP
主催：けやき台地区ふれあい活動推進協議会・けやき交流委員会

WT/CT 青少年健全育成協議会の報告
○車上荒し注意：けやき台 3 丁目、6 丁目で発生

⇒注意喚起お願いします。

○情報教育：小学 6 年生の間でネットの残酷映像サイトを閲覧している模様（塾で情報入手）
⇒学校で指導強化するも、家庭でのネット指導・情報教育管理も必要
○不審者注意：けやき台小グランド・けやき台中プール横にポスター掲示
○迷惑行為禁止：
イオン三田店舗内を走りまわる→10/30 イオン内で中 2 年生 6 名が鬼ごっこ中、3 歳児にぶつかりケガをする
フードコートでの飲食・ゴミ放置・盗電・トイレ長時間使用等。

自治会からの緊急連絡～機械警備の導入について
けやき台コミュニティハウスが、12 月 9 日の閉館後に事務所荒らしの被害に遭いました。
自治会では再発防止のため、コミュニティハウスに機械警備システムを導入し、セキュリティ対策を強化します。
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ふれあいステーション
※

ハミングバードけやき（コーラス）

12/2 (金)～12/14 (水)

※

さんだ 100 人の風景（パネルと DVD 放映）

12/15 (木)～12/23 (金)

※

ふれあいクリスマスコンサート

1/初旬～

※

とんど焼き

1/中旬～

☆活用期間を延長しました！
期間は 15 日以内（1～２日でも OK）

もし次のロビーの使用予定がない場合、延長も可能です。

☆展示後の写真はロビー右端の書棚に置いています。
館内で閲覧できます。
（保管期間１年）

年末防火パトロール
寒さと共に火災が発生しやすい時期です。火災予防の一貫として毎年恒例の年末防火パトロールを実施いたします
ご家族お誘いあわせのうえ、多数のご参加をお待ちしております。

１．日時

＊集合時間、解散予定時間

12 月 23 日（金/祝）20:00～21:00
雨天中止の場合は、各地域の公園の掲示板及びコミュニティハウス掲示板に掲示します。
２．パトロール集合場所
Ａコース：けやき台３丁目（ツバキの花公園） Ｂコース：けやき台３丁目（コミュニティハウス玄関前）
Ｃコース：けやき台４丁目（クスの木公園）

Ｄコース：けやき台４丁目（クスの木公園）

Ｅコース：けやき台５丁目（エゴの木公園）

Ｆコース：けやき台６丁目（ミカンの花公園）

３．その他 各戸配布資料を参照ください。

とんど焼き
けやき台自主防災会の防災訓練と、
「とんど焼き」を開催をいたします。ご家族そろってお越し下さい。
当日は、
「ぜんざい」や子供たちを中心とした「餅つき」も予定しております。
日時： １月 15 日 (日)

※ 雨天の場合は、
「とんど焼き」のみ中止となります。

本日配布のわくわくね
っとけやきの時間をこ

１. 防災訓練
防災訓練

(けやき台自主防災会)

9：00～10：10 けやき台小学校校庭

防災講話

(けやき台自主防災会)

10：20～11：20 自治会コミセン１階

の時間に訂正してくだ
さい

２．とんど焼き
とんど焼き (自治会イベント部)

11：30～14：00 けやき台小学校校庭

ぜんざい

(自治会イベント部)

11：30～13：30 メディアホール前

餅つき

(自治会総務部・会計部) 11：30～13：30 メディアホール前

ふるまい

ぜんざい、お餅、お菓子(子供) 11：30～無くなりしだい終了します

お願い：ぜんざい用の容器(おわん・おはし)をご持参いただき、ごみの減量化にご協力願います。
お持ちいただける物：
「とんど焼き」する松飾り・しめ縄・書初め等
とんど焼きには、針金、釘などの金属類、プラスチック、ビニール等や燃えにくい みかん等は、
あらかじめはずしてからお持ちください。

