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行事予定表
◆自治会行事予定◆
4 月 28 日(日) 回覧文書引取り日
けやき台自治会定期総会 10:00～
(ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ市民ｾﾝﾀｰ)
環境美化部会
12:00～
自治会新旧役員事務引き継ぎ会
13:00～
5 月 3 日(金祝)～6 日(月祝)
コミュニティハウス臨時休館日
5 月 11 日(土) 資源ごみ回収日
けやき台夏祭り準備委員会 17:30～
ごみステーション委員会 19:30～
平成 25 年度第 1 回役員会 19:30～
5 月 12 日(日) クリーン・デー
9:00～
5 月 18 日(土) 回覧文書引取り日
資源ごみ回収予備日
災害時要援護者説明会
18:00～
第 1 回地区委員会・部会 20:00～
5 月 25 日(土) けやき台夏祭り実行委員会 19:00～
◆その他行事予定◆
毎週月曜日
ラジオ体操
9:00～
(けやき台健康推進員)
4 月 28 日(日) ピンポンクラブ
9:00～
(スポーツクラブ 21 けやき)
5 月 8 日(水)
乳幼児向け読み聞かせ
10:30～
(ぐりとぐらの会)
5 月 12 日(日) ピンポンクラブ
9:00～
(スポーツクラブ 21 けやき)
公園清掃日
9:00～
(けやきｸﾗﾌﾞ・けやきこどもくらぶ)
5 月 16 日(木) ふれあいサロンけやき
14:00～
(ふれあい活動推進協議会)
5 月 19 日(日) ピンポンクラブ
9:00～
(スポーツクラブ 21 けやき)
5 月 26 日(日) ピンポンクラブ
9:00～
(スポーツクラブ 21 けやき)

男の料理教室
3 月 16 日（土）に開催しました。
今回のメニューはハンバーグ、温野菜サラダ、スー
プと洋食にチャレンジ。レシピとスタッフの説明とを
頼りに野菜を切ったり、ハンバーグの種をこねたり、
ソースを作ったりと右往左往のなかで、初参加の方が
多かったのですが、手早く出来上がりました。その結
果は「見栄え、味もバッチリ」で、楽しく頂きました。
食後のティーブレイクでは、ふれあい活動の行事内容
等説明させて頂きました。
次回もメニューを替えて募集しますので、宜しくお
願いします。
（ふれあい活動推進協議会）

けやき台自治会

入会者◆(敬称略)

【３月】
３丁目 4 名
４丁目 1 名
５丁目 3 名
６丁目 ―

「けやき台スマイル V.B.C.」よりお知らせ
14 年間の活動を行ってまいりましたスポーツクラブ
21「けやき台スマイル V.B.C.」は、平成 25 年 3 月末
の活動をもって部員不足により、誠に残念ではござい
ますが廃部となりました。
これまでの関係者各位の多大なるご協力、ご支援に
感謝申し上げます。
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キッズ・バスツアー
3 月 27 日(水)に新企画であるキッズ・バスツアーを開催し
ました。
あいにくの空模様でしたが待ちきれない子供達が早くから
集合し、キャンセル、遅刻者もなく予定通り出発しました。
一つ目の目的地である兵庫県防災センターではセンター内
での取り組み内容等の説明を受けた後、迷路の中での避難訓
練、地震の強度体験等楽しく体験してもらいました。
二つ目の目的地である陸上自衛隊青野駐屯地では昼
食の後、めったに見られない基地内を見学しました。
三つめの目的地であるテラドームではプラネタリウ
ムで星空、天空を満喫し、帰路のバス内では抽選会と
盛りだくさんの内容で、子供達には春休みの良い思い
出になったと思います。
（けやき交流委員会）
平成 24 年度資源ごみ回収報告
皆様のご協力いただきました資源ごみ回収の平成 24
年度の集計がまとまりましたので報告させていただき
ます。
平成 24 年度は合計で 276,560kg となり、一昨年度
（平成 23 年度）の 295,210kg に比べても回収量が減
少しております。
また、自治会としての大きな収入減となる「引取金」
についても、平成 23 年度の 1,031,120 円から大幅に
減少し、平成 24 年度は 970,420 円となりました。
ごみの減量については、大変喜ばしい限りですが、
自治会としての大きな収入源の減少にも繋がるため、
特に、アルミ缶は高値で引き取ってもらえ、少量で
あっても、回収場所に袋を用意しています。
引き続き、皆さまのご協力をよろしくお願いいたし
ます。
自治会よりお願い
≪ごみの出し方について（再度お願い）≫
2・3 月号自治会通信でもお願いしましたが、相変わらずごみの分別が正しく行われて
いないため、回収されずに残されたごみ袋（今回は不燃ごみの分別が不十分）があり、
班長のみならず、ごみステーション委員や当日の清掃当番の方々に多大な迷惑と負担が
かかっています。
必ずごみの分別を徹底し、ごみを出す前に確認して下さい！
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広報部より ～自治会通信の発行～

毎月発行しています「自治会通信」について、その作成から発行までの流れをわかりやすくお伝えします。

Q１：「自治会通信」は、どの部が、いつ発行しているの？
Ａ１：広報部長が中心となって、広報部に所属の班長が作成しています。
また、毎月「第３土曜日」の文書配布日に合わせて発行しています。

Q２：「自治会通信」の発行スケジュールは？
Ａ２：
「自治会通信」の発行スケジュールは、以下のとおりです。
◆平成２５年度「自治会通信」発行スケジュール（予定）
発行月

発行日（毎月第３土曜）

平成２５年４月号

平成２５年４月２８日（日）※

５月号

５月１８日

６月号

６月１５日

７月号

７月２０日

８月号

８月１７日

９月号

９月２１日

１０月号

１０月１９日

１１月号

１１月１６日

１２月号

１２月２１日

平成２６年１月号

平成２６年１月１８日

２月号

２月１５日

３月号

３月１５日

Q３：「自治会通信」には、どのような記事を掲載しているの？
A３：
「自治会通信」には、主に次のような記事を掲載しています。
①自治会の各部、関連団体が実施するイベントなどの報告やお知らせ
（例）夏祭り、敬老会、防災訓練、けやきクラブ、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 21・ふれあい活動推進協議会の活動など
②その他、住民の皆さんから寄せられたご意見など
（例）ごみの分別、犬の糞などのマナーに関すること、不審者などの情報
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広報部より ～自治会通信の発行～

Q４：「自治会通信」の作成から発行までの流れは？
A４：
「自治会通信」の作成から発行までの流れ、以下のとおりです。
◆「自治会通信」の作成から発行までの流れ（概要）
①自治会の各部、関連団体が実施する

②住民の皆さんから寄せられたご意見など

イベントなどの報告やお知らせ
班長

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（事務局）
部長

地区委員長

自治会役員会

広報部にて作成（広報部長⇒広報部所属の班長⇒役員チェック）

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（事務局）にて、印刷・仕分け

班長

【ボランティアの募集!!】
広報部では、自治会などが行うさまざまなイベントでの写

各家庭

真撮影や自治会通信の編集作業などを一緒になってお手伝い
いただけるボランティアの方々を募集しています。
我こそは!!とお思いのあなた、まずはｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽまでご連絡
ください。＜ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ Tel 565-6556＞

【けやきクラブ入会者募集について】
けやき台にお住まいの自治会員で 60 歳になられた方は「けやきクラブ」に入会し、健康促進・スポーツ遊びや楽し
い講習会、趣味の会、新年茶話会、バスツアーなどに参加して、新しいお友達と元気で楽しい毎日にしませんか。
問い合わせ先：コミュニティハウス（℡565-6556）
＜編集後記＞
広報部は、部長を含めると 8 名という少数精鋭で、毎月担当者を決め「自治会通信」の作成を行ってきました。中に
はパソコンの苦手な方もいましたが、ご覧いただく皆さんに「正確」かつ「わかりやすく」をモットーに頑張ってきま
した。今後とも、引き続き自治会の重要な情報源としての「自治会通信」をよろしくお願いします。

広報部一同

