
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

平成３０年度 弥生が丘自治会総会  

 弥生が丘自治会の平成３０年度総会が４月２８日、弥生小体育館で開かれました。総会は、

会員数 1,077 世帯のうち 出席 103 人、委任状 833 人、計 936 人で成立。司会は上野裕巳

副会長が務め、議長に勝部倫吉さん（6丁目）を選出。 

平成２９年度事業、決算、監査の各報告と、３０年度事業計画、予算案を原案通り、賛成多

数で承認しました。 

今年度の弥生が丘自治会運営について  笹倉延理会長は「今年も開

かれたコミセンを目指していきます。新たに今年度から、各丁目独自の事

業ができるように地区活動費を設けます。また、各部会への協力支援活

動を担う自治会活動ボランティア団体（ほっと８４１）を立ち上げ、その活動

資金を設けます。」と、新しい取り組みや活動方針などについて話しました。 

◎平成３０年度の役員は以下の通りです。 

【常任理事】 

 《会 長》 笹倉 延理（３丁目）   〔ほっと 841代表〕（兼務：夏まつり） 

 《副会長》 山口 義武（１丁目)   〔敬老・福祉〕 

   喜田 一裕（１丁目）   〔生活・環境〕（兼務：書記） 

   上野 裕巳（3丁目）  〔イベント〕（兼務：親子みこし） 

   森山 利恵子（３丁目） 〔総務〕（兼務：子どもイベント） 

 《会 計》 鈴木 幸（４丁目） 

【理事】 山口 誠一（３丁目） 森 俊三（４丁目） 白戸 壽章（５丁目） 

西中 孝夫（3丁目） 大桐 浩司（４丁目） 長谷川 瞳（３丁目） 

はぁと・ほっと☆弥生
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『誰だって、助けてもらう時が来る、できる今、助けあえる喜びを』 
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今年から始まった 自治会主催 子どもイベント 
 

 

 

 今年度より自治会主催のイベントとなりました「新やよいっ子パーティー」

が、5 月２０日(日)1４時から弥生が丘コミセンで開かれました。 

  パーティーの内容は今年も 5・6 年生からなる「新やよいっ子実行委員・

企画委員」が計画、当日の進行担当も行いました。 

 まず、「弥生小学校校歌」・「一年生になったら」を全員で歌ったあと、新 1 年

生が順番に、上級生のお姉さんからの質問に答えます。『好きな食べ物は？』『好

きな色は？』の質問に、みんな一生懸命考えて答えていました。 

特に、好きな食べ物で悩む子が多かったのは、きっと好きな食べ物がいっぱい頭の中

に浮かんだんでしょうね(*^-^*) 

 続いてのコミセンクイズは、上級生も知らない問題

もあり、正解した子どもたちからは毎回歓声があがっ

ていました。 

 恒例の貨物列車ゲーム。最初にペアをつくるところでは自治会スタ

ッフがさりげなくお手伝いし、新１年生たちは楽しくゲームに参加し

ていました。 

 次はジャンケン大会で大盛り上がり！毎回勝ち残った人には景品がありました。負けたら座る…み

んなルールを守って楽しく遊べたね♪ 

 

あっという間に楽しい時間は過ぎて 

最後は自治会からみんなにプレゼント♪ 

何が入っているのかな。楽しみだね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新やよいっ子パーティー 2018 

５・６年生の皆さん、楽しいパーティーをありがとう！ 
よく頑張りました)^o^( 

自治会子どもイベント 
担当森山副会長 

ジャンケン大会・景品♪ 

貨物列車ゲーム 

全員にプレゼント 

・おやこ七夕まつり 7 月 7 日（土）14 時から 16 時まで（弥生コミセン） 

・夏休みお楽しみイベント 

 ・体験テニス教室（弥生小学校体育館） 

7 月 30 日～8 月 30 日までの月曜日と木曜日の 10 時から 12 時まで 

 ・7 月 31 日（火）と 8 月 7 日（火）14 時から 16 時まで（弥生コミセン）  

水遊びや DVD 鑑賞をしたりデジタル紙芝居をしたりします。 

  他にも色々考えてますので お・た・の・し・み にしておいてください。 

詳細は小学校より配布いただくようにしております。 

・クリスマス会 12 月 23 日（日・祝）14 時から 16 時まで（弥生コミセン） 



 

 

自治会今年度の予定（各行事の詳細は掲示や回覧にてお知らせします） 

健康推進  ・夏休みラジオ体操  期間：8 月 20 日（月）～ 8 月 31 日（金） 

時間：6 時 30 分から

場所：弥生小学校グランド(雨天時は下駄箱前)

・健康落語（ふれあい協議会と共催） 日時：１０月１９日（金）１３:3０～予定 

         場所：弥生コミセン 

・餅つき大会  日時：１２月２日（日）１1:００～予定 

       場所：弥生コミセン   

      ・ヨガ教室（第６回） １月～２月頃を予定 

       場所：弥生コミセン

・健康講座（歯と健康について）日時未定       

        場所：弥生コミセン 

防災部   ・防災訓練    日時：１１月４日（日）午前中予定 

       場所：弥生小学校 体育館 ・グランド 
 
人権    ・講演と体験研修  日時：１１月１８日（日）１３:００～予定 

                場所：弥生小学校 体育館 

       ・講演会      日時：１月２７日（日）１３:００～予定 

                場所：弥生コミセン 
 

敬老・福祉 ・敬老祝賀会（寿賀者のみのお祝い会） 

     日時：９月１７日（月・祝）１１:３０～予定 

     場所：弥生コミセン  
 

夏まつり          日時：8 月 25 日(土) 16 時ごろから予定 場所：弥生小学校 

      ・親子みこし  日時：8 月 25 日(土) 15:３０ごろから予定 場所：弥生小学校 

～地域活動をサポートしていただける方を募集してます～

★ほっと８４１（旧 VoSu841） 
昨年まで、VoSu841 に登録いただいてる方々の高齢化や転宅等により、地域のボランティア活

動に支障が出ています。この状況を改善する為、VoSu841 を解散して新たに『ほっと８４１』

として自治会組織下で再出発します。ご登録いただける方は弥生コミセンへ連絡ください。 

メールでも可能【メールアドレス：ya54278@xa3.so-net.ne.jp】 

   

 

 

 

 

 

 

※活動内容     

□除草・草刈（コミセン周辺・各丁の児童公園の草刈など） 

□コミセンの清掃・留守番・簡単な修繕など 

□広報誌サポート（写真撮影や広報誌の資料作成など） 

⋆各行事への協力 

□弥生ふるさとまつり（前日までの準備と当日のお手伝いなど） 

□餅つき（前日の準備と当日のお手伝いなど） 

□防災訓練（当日の設営や撤収など） 

□夏休みラジオ体操（当日のお手伝いなど） 

□地域安全パトロール（年末パトロール等のお手伝いなど） 

□子どもイベント（前日までの準備と当日のお手伝いなど）   
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（新名神高速道～琵琶湖博物館～鮎家の郷～近江八幡まちブラ～クラブハリエ）

 

大型観光バス４台、１６２名で出発・進行 
琵琶湖博物館 人博に勝るとも劣らずの設備 

見どころ一杯で時間が足りませんでした 

今回旅行の目玉の一つ「クラブハリエ」 

メインゲート屋根の芝生も青い新芽が 

出はじめていました 

人気の「バームクーヘン」は人・人・人 

予約注文された方は無事Ｇｅｔ 

平成３０年５月１２日（土） 

 

    弥生まちづくり協議会  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             弥生でも始めました！まごの手活動  

『ハートやよい』 
弥生が丘地区にお住いの 75歳以上の高齢者やその他お困りの方を対象 

活動内容：ごみ出し等（資源ゴミも含む）・電球交換 

簡単な植木の手入れや草引き等,他にも色々あります。 

『ハートやよい』の問い合わせは弥生のコミセンへ 

月曜日から土曜日の（10時から 12時まで）※日曜・祝日 GWやお盆・年末年始は休館 

☏（電話）０７９－５６２－０４３４ 

※申し込み後訪問させていただきます。内容によりご希望に添えない場合があります 

 

 

 

 

 

弥生が丘コミュニティーセンタ－ 

〒669-1546 三田市弥生が丘 2丁目-21  
TEL/FAX  :  079-562-0434   E-mail : ya54278@xa3.so-net.ne.jp 
弥生が丘自治会ホームページ    
http://heart-hot-yayoi.sakura.ne.jp/  (弥生が丘自治会でも検索可能です) 

弥生が丘の街路灯は完全に LED化しました。今までご協力ありがとうごいました。 

行ってきました滋賀へ 

 

トイレ休憩＋ショッピング宝塚北ＳＡ。 

ＳＡというよりもまるでショッピングモール 

「近江牛すき焼き御膳」を堪能 

しじみご飯おかわり自由でおなか一杯 

 

 

近江商人発祥の地。ガイドさんの案内で歴史

を振り返りながら、まち歩き・・・・ 

天気が良すぎて、少々暑すぎました 

 
     全員無事弥生に到着。お疲れさまでした  

サポーターも

募集しており

ます‼ 
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