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第２９号
ずっと、人に優しいこの街に

=======

（２０１９）

令 和 元年

７月 １日

昨年に引き続き、会長という大役をお引き受けすることになりました。
昨年度は、多くの役員、評議員、会員のみなさんのご協力を得ることができ、どの
自治会行事にもお子さんからご年配の方までたくさんの方々に参加していただけるよ
うになりました。少しずつですが横のつながりが強くなり、自治会に目を向けてくだ
さる方々が増えてきたような気がします。
昨年は、地震、大雨、台風と大きな災害につながりかねないことがたくさんありま
した。生駒は大災害とは無縁という神話はなくなりました。会員の横のつながりがさ
らに発展して、ともに助け合える関係（共助）が強くなればと願っています。
自治会活動を通じ、さらなる横のつながりを深め、「この町に住んでいてよかった」
「この町で生まれてよかった」「この町で育ってよかった」という町になればと思って
います。１年間どうかよろしくお願いいたします。
会長（自主防災会長）

６月８日（土）に自治会館で自治会・自主防災会合同役員会が初め
て開催されました。会長挨拶から始まり、全員の自己紹介、自主防災
会の発足から現在までの流れについてのお話がありました。また、防
災訓練や街頭消火器の配置、防災ハンドブック等についてスクリーン
を見ながら説明があり、自治会役員も自主防災会の組織や活動内容に
ついて、詳しく知る機会となりました。その後の意見交換では、普段
からの地域の関係づくりが大きな防災力となる。そのためには挨拶を
かわし、顔見知りを増やすことが大切であるというご意見等もあり、
有意義な会をもつことができました。
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さかった子供達は大学生・ ました。

この度、四月二八日の総会
に於いて副会長という重責を
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会員様にはご協力お願い

に頑張りたいと思います。

生駒地区でもゴミ・クリ

おおせつかり、事の重大さに

自治会の皆様のご協力も
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名と協力しながら仕事をし

財務部では、女性の方二

ました。

ーン市内ベスト３に入る様

し、担当の皆様が地域の為

この令和の年に、財務の
高校生となりました。
役員引継会・総会に参加 仕事を担当することになり

責任を感じています。前任者
の方々が、伝統歴史あるこの

に尽力されている姿を拝見

地域を文化的及び地域発展に
ご尽力なされ、子供から年長

しました。
不慣れな点が多々ありま

者まで住みよいふれあいのあ
る街づくりに専念なされたこ
とに感謝申し上げます。

ありがとうございました！

すが、私も地域のお役に立 得ながら、この一年間を過
てるよう頑張りたいと思い ごしていきたいと思いま

※ 雨天の場合：人形劇のみ
（8:20～）

令和元年になり，新しい気

６月９日（日）一斉清掃

す。

当日の飛び入り参加歓迎！

ます。

見守りをお願いします。

どうぞよろしくお願い致
します。

子どもたちへのご声援・

持ちで、愛するこの街の発展

７月６日（土）

どうぞ宜しくお願い致し

夏祭り子どもみこし

のために多少なりとも貢献で
きればと考え、お受けいたし

ます。

９:００ 会館出発 →
９:２０ 汽車公園 →
９:５０ 南公園
→
１０:３５ 北公園 →
１１:１０ 生駒東小学校

ました。

（予定）

福井会長と共に皆様と一緒
に努力していきたいと思いま
す。
なお、総会に於いて、いく
つかの質問を受け前向きに討
議してまいりますので、ご指
導ならびにご協力をお願い致
します。
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～ 副会長・各部長から自治会員の皆様にご挨拶申し上げます ～
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監事
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た会館全般に係る仕事を引き

近年は地震に台風など自然災害 ました。顔見知りの役員さんも

濱田 靖

今年度 令(和元年 広)報企画部
の西村です。
継ぎ、身の引き締まる思いで

に脅かされることが増えており、 少なく、とても心細く思ってい

西村 綾美

前年の役員の方々や、古くか
す。今後も会館を皆様に気持

防災の重要性は増しております。 ますが、財務部さんとの連携を

レを増設

けるようになりました。

大切だと思います。

初めての自治会役員で、監事

ら自治会のことをご存知の方々
ちよく利用していただくため

災害時は家族だけでは乗り越え とりながら、私なりに精一杯頑

弁にし、快適にご利用いただ

この度、自主防災会の新役員に

に、ご指導いただきながら、務

に至らない点もあるかと思い

ることは難しく、地域のコミュニ 張っていきたいと思っていま

これまで積み上げてこられ

めさせていただこうと思いま

ますが、努力してまいりま

ティーで協力して支え合うことが す。

・男女共用から女性用トイ

皆様のご協力とご支援をよろ

という大役をお引き受けいたし

す。今は不安や焦りでいっぱい
す。

２階トイレ
・ウォッシュレット付きに

なりました池田と申します。

いっぱいです。

また、男性用小便器を自動

どうぞ皆様のご協力宜しく

・手すりを取付け

至らぬ点も多く、ご迷惑をか

（ウォッシュレット付き）

皆さんで協力し合える防災を目 しくお願いいたします。

なにかご不明点などございまし
たらご連絡ください。

（土）

どうぞよろしくお願い致しま
す。

１１／１６

お願い致します。

・和式から洋式トイレに

けてしまうこともあると思いま

１階トイレ

指したいと思います。どうぞ一年

改装工事が完了しました。

すが、ご理解、ご協力のほどよ

６月に約２週間のトイレ

間よろしくお願いします。

ト イ レ 改 装

ろしくお願いいたします。
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詳細は、東生駒自治会ホームページをご参照ください。

文化部
・囲碁クラブ

毎週土曜日

１３：００～夕方

・お茶の集い

第１・３木曜日

１０：００～１２：００

・麻雀クラブ

毎週水曜日

９：００～夕方

・転倒予防体操

第２・４火曜日

１０：００～１１：３０

・楽歩クラブ

原則として８月を除く第４火曜日

・ピンポンの会

火曜グループ

スポーツ部

第１・３火曜日午前中

日曜グループ（不定期）

火曜グループ

日曜グループ

東生駒自治会ホームページもご参照ください。

む つ み 会

むつみ会の唄「倖せいっぱい」も掲載しています♪

・会員資格：概ね６０歳以上の自治会会員
・会費

：月額１００円（ご夫婦で入会の場合は、お二人で１５０円）

〔クラブ活動〕
・ グラウンドゴルフクラブ
・ 囲碁を楽しむ会
・ のびのび体操
・ おしゃべり川柳会
・ 歌声サロン
・ ペタンククラブ
・ 折り紙クラブ

月４回（第１・３土曜日、２回は適宜 ９：３０～）
第１・３木曜日 １３：３０～
第２木曜日
１０：００～
第３木曜日
１３：３０～
第４木曜日
１３：３０～
第１・３水曜日 ９：３０～
第４木曜日
１０：００～

東生駒南自治会
https://hi373jichikai.net/

