
～ 自治会情報・生活に役立つ地域の情報を随時更新中 ～～ 自治会情報・生活に役立つ地域の情報を随時更新中 ～～ 自治会情報・生活に役立つ地域の情報を随時更新中 ～～ 自治会情報・生活に役立つ地域の情報を随時更新中 ～

弥生が丘自治会ホームページがリニューアル！

（仮称）ふれあいサロン

コミセンサロンコミセンサロンコミセンサロンコミセンサロン
に決定しました。

これからもお気軽に
ご利用ください！

無料開館日： 日・月・水・金
4月～9月：12：00～18：00

１０月～3月：12：00～17：00

☆ 各サークルの問い合わせ先は、ＨＰまたはコミセン受付まで。
☆ 活動日は変更になることがありますので、ご了承ください。
☆ 上記以外の「スポーツ２１所属団体」は、改めて紹介します。

httphttphttphttp:::://heart//heart//heart//heart----hothothothot----yayoiyayoiyayoiyayoi....sakurasakurasakurasakura....nenenene....jp/jp/jp/jp/

コミセン内受付前に「「「「ふれあいノートふれあいノートふれあいノートふれあいノート」」」」を設置しました。

地域の皆さんのご意見やご質問など、何でも書き込みをお待ちしております。

ご質問については、自治会より「ふれあいノート」誌上で回答します。

夏休夏休夏休夏休みみみみ宿題宿題宿題宿題おおおお助助助助けけけけ隊隊隊隊 大盛況大盛況大盛況大盛況でしたでしたでしたでした！！！！

夏休みのコミセンサロンは、宿題をする子ども達で 連日
大賑わいでした。（夏休み中でのべ約200名の参加。）
ボランティア先生の皆さん、有難うございました。
これからも、子ども達とコミセンをつなぐ企画を計画中
です。ご期待ください。

初めての

就学前のお子さんと

一緒にどうぞ・・・
６５歳以上の方を対象

にしたイベントなど

コミセンの会議室

この日空いてるかな･･･

近所でサークルに

はいりたいけど･･･

２４年９月２５日発行

弥生が丘自治会

広報誌編集委員

予約受付は今まで通り予約受付は今まで通り予約受付は今まで通り予約受付は今まで通り

日・月・水・金日・月・水・金日・月・水・金日・月・水・金曜日曜日曜日曜日

１２時１２時１２時１２時～～～～１６時１６時１６時１６時（コミセン受付）（コミセン受付）（コミセン受付）（コミセン受付）

ふれあいのつどいの案内ふれあいのつどいの案内ふれあいのつどいの案内ふれあいのつどいの案内

コミセン活動サークルの紹介コミセン活動サークルの紹介コミセン活動サークルの紹介コミセン活動サークルの紹介

すくすく教室の案内すくすく教室の案内すくすく教室の案内すくすく教室の案内

コミセン会議室の予約状況コミセン会議室の予約状況コミセン会議室の予約状況コミセン会議室の予約状況

（随時更新）（随時更新）（随時更新）（随時更新）

Q&A リンク集リンク集リンク集リンク集

正式名称決定正式名称決定正式名称決定正式名称決定

サークル名（五十音順） 活動内容 主な活動日

 親子体操つくし 親子で体操 毎月第２・第４月曜日

 花梨（かりん） 大正琴 毎月第２・第４木曜日

 義心館 三田支部 【スポーツ21】 空手練習 毎週日曜日（小学校・冬期はコミセン）

 クレイサークルK 粘土工芸製作 不定期（２～３ヶ月に１度（２日連日）

 彩々会 水彩画 毎月第２・第４水曜日（午前の部・午後の部）

 ダンケ ダンス ジャズダンス 毎月第３月曜日

 竹絃グループ ”風” 琴・尺八 不定期

 弥生会 カラオケ カラオケ練習 毎月第２・第４水曜日

 弥生空手クラブ 空手練習 不定期

 弥生健康麻雀クラブ 麻雀 毎週月曜日・木曜日



 

2012201220122012 年年年年 8888 月月月月 18181818 日、第日、第日、第日、第 20202020 回“弥生ふるさとまつり”は突然の雷雨にもめげず、回“弥生ふるさとまつり”は突然の雷雨にもめげず、回“弥生ふるさとまつり”は突然の雷雨にもめげず、回“弥生ふるさとまつり”は突然の雷雨にもめげず、    

暑くて！忙しくて！楽しかった一日になりました。暑くて！忙しくて！楽しかった一日になりました。暑くて！忙しくて！楽しかった一日になりました。暑くて！忙しくて！楽しかった一日になりました。    

今年も弥生が丘を故郷とする多くの人々が、ここに集い夏祭りを楽しみました。今年も弥生が丘を故郷とする多くの人々が、ここに集い夏祭りを楽しみました。今年も弥生が丘を故郷とする多くの人々が、ここに集い夏祭りを楽しみました。今年も弥生が丘を故郷とする多くの人々が、ここに集い夏祭りを楽しみました。    

高齢化も進んでいますが、この催しがいつまでも続き、多くの人々がこの地域を忘れず高齢化も進んでいますが、この催しがいつまでも続き、多くの人々がこの地域を忘れず高齢化も進んでいますが、この催しがいつまでも続き、多くの人々がこの地域を忘れず高齢化も進んでいますが、この催しがいつまでも続き、多くの人々がこの地域を忘れず    

次の世代へまた次の世代へと「楽しいふるさと」として引き継がれていくことを願います。次の世代へまた次の世代へと「楽しいふるさと」として引き継がれていくことを願います。次の世代へまた次の世代へと「楽しいふるさと」として引き継がれていくことを願います。次の世代へまた次の世代へと「楽しいふるさと」として引き継がれていくことを願います。    

ふるさと作文の朗読よく出来ましたふるさと作文の朗読よく出来ましたふるさと作文の朗読よく出来ましたふるさと作文の朗読よく出来ました    

ちめいどさん雨の中でリハーサルちめいどさん雨の中でリハーサルちめいどさん雨の中でリハーサルちめいどさん雨の中でリハーサル    祥雲館高校チア部の演技からスタート祥雲館高校チア部の演技からスタート祥雲館高校チア部の演技からスタート祥雲館高校チア部の演技からスタート    

弥生小学校のコイヤーへ弥生小学校のコイヤーへ弥生小学校のコイヤーへ弥生小学校のコイヤーへ    

 
弥生が丘の由来弥生が丘の由来弥生が丘の由来弥生が丘の由来    

まつり数日前大汗をかきながらまつり数日前大汗をかきながらまつり数日前大汗をかきながらまつり数日前大汗をかきながら    

飲料冷却用氷飲料冷却用氷飲料冷却用氷飲料冷却用氷をををを作り作り作り作りましましましましたたたた！！！！    

人と自然の博物館による弥生が丘クイズ人と自然の博物館による弥生が丘クイズ人と自然の博物館による弥生が丘クイズ人と自然の博物館による弥生が丘クイズ    

子供も大人もゲームは楽しいものです子供も大人もゲームは楽しいものです子供も大人もゲームは楽しいものです子供も大人もゲームは楽しいものです

小雨のため体育館へ移動、富士中吹奏楽部のマーチング小雨のため体育館へ移動、富士中吹奏楽部のマーチング小雨のため体育館へ移動、富士中吹奏楽部のマーチング小雨のため体育館へ移動、富士中吹奏楽部のマーチング    

○・○・○・○・××××どっちで大騒ぎどっちで大騒ぎどっちで大騒ぎどっちで大騒ぎ    

手づかみ鈴虫の写真も？手づかみ鈴虫の写真も？手づかみ鈴虫の写真も？手づかみ鈴虫の写真も？    

富士中放送部の司会で始まる富士中放送部の司会で始まる富士中放送部の司会で始まる富士中放送部の司会で始まる    



 

開催時間の変更で、思うに

任せない事が多かったので

すが、関係者の皆様の活躍

ならびに会場に駆けつけてく

ださった会員の皆様のおか

げで無事開催終了できまし

た事を深く感謝しています。 

弥生ふるさとまつり 

実行委員長   笹倉延理 

副委員長    森口政紀 

夜店部部長   金原  幸

専門部は「人と人とを繋ぐ地域の環になる」人材を求めています、 

活動を通じて一緒に人生楽しみましょう！！ 

１丁目１丁目１丁目１丁目    

ノリノリの観客ノリノリの観客ノリノリの観客ノリノリの観客    

短い時間で短い時間で短い時間で短い時間でも楽しかったも楽しかったも楽しかったも楽しかった    

抽選会は抽選会は抽選会は抽選会は 19191919 日に役員日に役員日に役員日に役員 3333 名と厳正に行い配布いたしました。名と厳正に行い配布いたしました。名と厳正に行い配布いたしました。名と厳正に行い配布いたしました。    

4444 丁目丁目丁目丁目    5555 丁目丁目丁目丁目    6666 丁目丁目丁目丁目    

2222 丁目丁目丁目丁目    

3333 丁目丁目丁目丁目    

■今年より高学年（５・６年生）が

前でリーダーをしてくれました 

■１８日～３１日まで、例年より

長い期間（２週間）のラジオ体

操でしたが、連日、早朝６：３０

より大勢の子ども達（毎日１０

０名以上）や、地域の皆さん

（約２５名）、かわいいワンちゃ

んたち（５匹）が参加してくれま

した。 

【合計延べ参加者：子ども＝約

１５００名、大人約３５０名、ワ

ンちゃん約７０匹】 

高学年リーダーの児童の皆さん高学年リーダーの児童の皆さん高学年リーダーの児童の皆さん高学年リーダーの児童の皆さん    

いち！にぃ！さん！しぃ！いち！にぃ！さん！しぃ！いち！にぃ！さん！しぃ！いち！にぃ！さん！しぃ！    皆さん一生懸命でし皆さん一生懸命でし皆さん一生懸命でし皆さん一生懸命でしたたたた



弥生会２０周年弥生会２０周年弥生会２０周年弥生会２０周年記念記念記念記念事業で事業で事業で事業で弥生が丘地区お住まいの、高齢者の皆さんの作品展示会を開催します。弥生が丘地区お住まいの、高齢者の皆さんの作品展示会を開催します。弥生が丘地区お住まいの、高齢者の皆さんの作品展示会を開催します。弥生が丘地区お住まいの、高齢者の皆さんの作品展示会を開催します。    

□開催日時：２４年１１月１２日（月）～１８日（日）  ［ふるってご応募下さい。参加賞あります］ 

□作  品：絵画・書道・俳句・短歌・川柳・手芸・工芸品等なんでも可 □サイズ：問いません（フリー） 

□応募締切：１１月１日（木）＊名前、作品内容、サイズを具体的に明記し、弥生コミセン受付応募ＢＯＸに投函 

□作品持込：１１月１１日（日）午前中にコミセンまで  ＊委細問合せ先＝会長 倉（５５９－０７８９） 

    子ども達をターゲットにした犯罪や不審人物から 

子ども達の安全を守る取り組みの一環として 

『『『『子ども１１０番の家子ども１１０番の家子ども１１０番の家子ども１１０番の家』』』』を設けています。 

もしもの場合の、子ども達の安全確保を目的とし 

ています。現在、弥生が丘地域内で個人の家庭３２戸と、企業２社から協力を頂いています。 

「子ども１１０番の家」の主旨・目的に賛同・協力いただける家庭は、随時受付をいたしま

すのでよろしくお願いいたします。問合せ先、協力申し込み先は「子ども見守り連絡協議会「子ども見守り連絡協議会「子ども見守り連絡協議会「子ども見守り連絡協議会

事務局事務局事務局事務局（弥生小学校・５６２－５１７５）」までお願いいたします。 

 

【【【【各専門部よりのお知らせ各専門部よりのお知らせ各専門部よりのお知らせ各専門部よりのお知らせ等等等等】】】】    

 お知らせ・事業計画・お願い事項 問合せ先 

防災防犯 

１１月１７日（土）防災訓練実施予定。実施要綱等 

決定次第、全戸配布、及びごみステーション等に掲示 

防災防犯部長 

中川 

コミセン 

コミセンボランティア継続募集中です。奮ってご応募

下さい。応募用紙コミセン受付にあります 

コミセン部長 

福井 

敬  老 

敬老の日を祝う集い、９月２３日無事終了しました。 

御協力ありがとうございました 

敬老部長 

赤松 

生活環境 

相変わらず「燃やさないごみの日」に未回収袋散見さ 

れます。各自ルールをわきまえて分別をよろしく。 

生活環境部長 

西中 

弥生スポーツ 

２１ 

今年初めての試みで、皆さんの体力測定の催しを１１

月２３日（金）に計画。自治会、弥生小協賛。 

地域活性化部長 

上野 

人権協議会 

１２月に人権研修（現地視察）実施計画をしています。 

バス利用で京都方面。詳細は後日お知らせします。 

人権推進委員長 

西中 

 

 

 

 

■弥生が丘校区 民生・児童委員支援の１０月度活動は下記の計画をしています。 

申し込等詳細は、右の問合せ先までお願いします。 

活 動 名 開 催 日 時 開 催 場 所 活 動 内 容 問 合 せ 先 

すくすく教室 

１０月 １日（月） 

１０：３０～ 

１丁目弥生が丘 

マンション管理棟 

就学前の子どもさん

と、保護者の方の語

らいの場です 

主任児童委員 

堀江さん 

（５６３-４５８４） 

弥生が丘 

ランチサロン 

１０月１６日（火） 

１２：００～ 

弥生小学校 

北校舎・ランチルーム 

今回は、２年生の児

童と食卓を囲みます 

１丁目三宅さん 

（５６２-５１０１） 

弥生が丘 

ふれあい 

バス旅行 

１０月３１日（水） 

８：００～ 

播州赤穂～備前方面 

観光バス旅行です 

播州製塩工場と備前

陶芸美術館・備前窯

元を訪ねます 

ふれあい委員会 

西脇さん 

（５６３-７４６８） 

 

民生・児童委員よりのお知らせ 

弥生会よりのお知らせ 作品展示会出展へ、ご協力の依頼作品展示会出展へ、ご協力の依頼作品展示会出展へ、ご協力の依頼作品展示会出展へ、ご協力の依頼    

こ ど も １ １ ０ 番 の 家 

【編集後記】 広報誌２号を予定通り発行いたしました。今回は、先月行われました「弥生ふるさと夏まつり」を中

心に編集しました。同時に、自治会の情報提供媒体としての、リニューアルされた「弥生が丘自治会公式ホームペー

ジ」もご覧いただきたく１面に紹介をしました。速報性のあるニュース等掲載しています。ぜひ一度アクセスしてみ

て下さい。広報誌３号は、敬老祝い会の話題を中心に、１１月に発行予定です。    広報誌編集委員代表 西中 

弥生が丘住民座談会弥生が丘住民座談会弥生が丘住民座談会弥生が丘住民座談会⇒⇒⇒⇒１１月１７日（土）午後開催予定。詳細は追ってお知らせ。問合せ先：ふれあい、西１１月１７日（土）午後開催予定。詳細は追ってお知らせ。問合せ先：ふれあい、西１１月１７日（土）午後開催予定。詳細は追ってお知らせ。問合せ先：ふれあい、西１１月１７日（土）午後開催予定。詳細は追ってお知らせ。問合せ先：ふれあい、西脇さん脇さん脇さん脇さん


