研修会

2 月 22 日（土）
午後 1 時 30 分より

演題

「東日本大震災救
助活動に携わって」

実際に災害救助
支援に携わられた
生駒市消防署職
員 のみな さんの体
験談をお聴きし、会
員の防災に対する
スキルを高める研
修会を実施します。
一般会員のご参加
大 歓 迎 で す。ふ る
ってご参加下さい。

令和元年 度もい よい よまとめ の時期 にな ってきま した。
振り返っ てみま すと 、六月に は、長 年の 懸案であ った自 治
会館の女 子トイ レの 増設とト イレの 洋式 化及びバ リアフ リ
ー化工事 を行い まし た。おか げで男 女と も気兼ね なく、 し
かも便利 に利用 でき るように なりと ても 好評です 。
また、自 主防災 会の 自治会へ の一体 化二 年目を迎 え、深
化させる ため自 治会 役員と自 主防災 会役 員との合 同研修 会
を実施し ました 。自 主防災会 の活動 内容 の紹介や 役員の 交
流ができ 、その 甲斐 あって防 災訓練 や炊 き出し訓 練の行 事
も役員の 垣根な く円 滑に実施 するこ とが できまし た。
十月の「ワイワイ秋祭り」、十二月の「餅つき大会」に
は、小さ なお子 さん からお年 寄りま で、 三世代の みなさ ん
がたくさ ん集ま り、 とても楽 しく交 流を 深めるこ とがで き
ました。 行事を する ことだけ が自治 会の 目的では ありま せ
んが、こ のよう な多 くの楽し い行事 で、 みなさん との絆 を
ひろめ深 めるこ とで 、高齢化 が進む なか 、災害時 などの 困
ったとき の助け 合い をする基 礎を創 ると いう自治 会の本 来
の目標に 近づく こと ができる と信じ てい ます。こ れから も
自治会行 事には みな さんふる ってご 参加 ください 。
会長（自主防災 会 長） 福井 敏雄
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スマートフォン
でも見ること
ができます♪

ご覧になられたことはありますか？
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東生駒南自治会ホームページ

ホームページでは、自治会の活動についてお知らせしています。自治会各部の活動の紹
介や写真ギャラリー、ごみ収集に関する情報の掲載もあり、会員の皆様により広く、分か
りやすい情報を発信しています。 『回覧板をゆっくり確認できないまま回してしまっ
た・・・』そんな時も“デジタル回覧板”で確認していただくことができるので、おすす
めです。ぜひご覧ください。
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2019 年度

ワイワイ秋祭り

大盛況でした！

１０月２５日（金）午後 ・ ２６日（土）に「ワイワイ秋祭り」を開催しました。
１日目は、朝から雨模様で屋外の行事ができるのか心配でしたが、午後からは雨が上がって
テント設営や準備も進み、無事に行事を終えることができました。平日そして雨上がりで足元
の悪い中でしたが、多くの方々に盛り上げていただきました。

２日目は、天候にも恵まれ自治会館・屋外テント・グラウンドゴルフ場・屋外屋台にてイベ
ント盛りだくさんでした。ジュニアスタッフも大活躍！！開始早々から多くの方々に来ていた
だき、たくさんの笑顔に包まれて、まさに“ワイワイ秋祭り”となりました。

令和元年に自治会秋祭りを開催出来ることに、意義深く感じる処であり、実行委員長を仰せつ
かり不安と重責の中、会議を重ね準備万端にて秋晴れのもと屋内外の各種催しも盛大に出来得ら
れたことは、役員、評議員、実行委員の創意工夫のお陰だと感謝しています。各催しの盛り上がった
最終には、緑ヶ丘中学校吹奏楽部のパフォーマンスのある素晴らしい演奏のもと、多くの拍手をいた
だき、楽しい時間を過ごさせていただきました。この秋祭りに多くの皆様がお集まりいただき、この町内
を大切にしておられるお気持ち、人と人とのつながりの大切さ、温かさを感じた次第です。こうして無事
秋祭りを終えることが出来ましたのも参加して頂いた皆様のお陰です。心よりお礼申し上げます。
ワイワイ秋祭り実行委員長 中辻 寿喜
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餅つき大会を開催しました
１２月１５日（日）１０:３０に餅つき大会を開始しました。当日は寒い中での開催となり
ましたが、多くの方々にご参加いただき、終始大盛況でした。
餅つき体験では、たくさんのお子さん
にご参加いただきました。とても重たい
杵ですが、頑張ってついていました。
自然と笑顔になるお子さんたちの姿に、
周りの人々も心温まりました。
子ども会による輪投げとお菓子すくい
が行われました。大人気で、ヨチヨチ歩
きのお子さんから小学生のお子さんまで
楽しい時間を過ごしておられました。
そして、寒い時には豚汁です。
豚汁は、自主防災会の防災訓練の一環と
して、自主防災会と楽歩会の皆様に炊き
出しのご協力をいただいています。
毎回美味しいと評判の豚汁に、心も体も
温まりました。
さぁ、いよいよ福引大会です！
各景品が発表される度に歓声が上がりま
した。当選された方のお名前が読み上げ
られると「名前呼ばれてるよー」という
会員間の声かけもあり、いい雰囲気の中
次こそは！と参加者の方々の熱気に包ま
れていました。
当選された皆様おめでとうございます。
今回も区・名前を記入していただいた引換券をご持参いただき、
お餅の引き換えと福引大会をスムーズに実施することができました。
ご協力ありがとうございました。
また、前日準備を含め、餅つき大会運営にご協力いただきました
皆様本当にありがとうございました。
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環境保全部

１1 月２１日（木） 第二公園（中央公園）

緑ヶ丘中学校
グリーンクリーン（地域清掃）活動

中谷環境保全部長より
生徒さんたちが慣れ親しんだ公園という
こともあり、よく頑張ってくれました。
また、開催日は期末テスト間近だったため
気分転換になったようです。
約４０名の笑顔の生徒さんたちを見て、力
をもらった気分でした。

１２月８日（日）

一斉清掃

寒い中ご協力いただき
ありがとうございました

会員の皆様のご協力により、分別が不十分なゴミが少なくなりました。
今後もゴミ収集日程や、可燃物・不燃物等の確認について
皆様のより一層のご協力を宜しくお願い申し上げます。

東生駒南自治会
https://hi373jichikai.net/

