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自治会会員の皆様

令和 2年 12月 1日

東生駒南自治会

会長清水伸一郎

広報企画部

|餅っき大会中止のお知らせ|

平素は自治会運営に何かとお世話になり、厚くお礼申し上

げます。

自治会役員会、評議委員会で協議した結果、今年は皆様の

健康と安全を第一に考え、新型コロナウイルス感染防止の観

点から、餅っき大会を中止させていただく事となりました。

開催を楽しみにされていた自治会員様や子ども達、開催に

ご協力頂いていた皆様には大変残念ですが、このような状況

下である事から何卒ご理解の程お願い申し上げます。



回覧 令和 2年 1 1月 20日

自治会会員の皆様

東生駒南自治会 会長清水伸一郎

環境保全部

1 2月6日実施予定 町内清掃/中止のお知らせ

秋ち深まり紅葉黄葉の枯れ葉が舞い敵る候 12月6日に実施予定しておりました環境美化

と近隣住民の親睦・あ涜の場となる、各公園並びに生駒東小学校周囲の"町内清掃"は

昨今の【コロナ・ウイルス第三波の現況】を自治会役員/評議委員会にて熟慮し相談の結果

一斉清掃は申止と致します.実は、10月時の役員会では、実施の方向で諸準備を環境保全部

として進めておりましたが、直近の奈良県及び大阪府の感染患者数の急増を今一度検討し

この度の決を下した次第です、何とぞこの旨ご理解ご諒承下さい.

近隣の歩道には舞い落ちた葉が紙訟のように拡がる美しさですが、これら鰐しい枯葉の

清掃に皆さまがご協力頂き町内美化へ一層ご尽力下さるようお願い申し上げます。

今年度は未曽有の【コロナ・ウイルス禍〕感染発生により例年多くの皆さまの参加頂いてい

ます一斉清掃が、全<実施出来ない事態を迎え残念でしたが、常に清掃美化のお気持ちを

持ちI[}がけ快適な“笑顔とえがおの"の私達の町/地域が続きますようお願い致します.

記

令和2年度 1 2月6日(日曜)の町内清掃は中止

-自治会地域内にて分別違反の不法投棄ごみが常習化です

常習的にほぽ同一廃棄場所に無分別で雑多な不法ごみの投棄が続いています

近隣の皆さまへの迷惑その後の処理苅応等をよく考え非常識極まる行為は厳禁です

@自治会:東側雑木林付近にイノシシの出没目撃あり

木立が覆い繁る(矢田匠陵に続く森林帯)雑木林にイノシシの出没が確認されました

生駒市農林課への苅応は横討済みですが、 12月~3月は餌を求め出没頻度が高まる傾向

が高く，ウ才一キング、や犬のお敵歩の際は、皆さまくれぐれちごj主意下さい
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会館零負か，?C;)Ir知Sらせとお煩い

φ司闘刷肱担体温針奄配置し事し忠

生駒市より体温計が支給されました。会館ご利用の皆様は有効にご活用ください。

配置場所:炊事場テーブル!こ「取扱説明書」と一緒に配置しております

ご利用後は、「説明書jと一緒に箱の中に入れておいてください。

.会館ご利摘にa-=吋、最近IL.-ILが守局者t'Cいeμ併が多々a‘'..0
責任者廷し乞ご剥11(;)曽根に跡高岡町1，-11，順守..".，，μ-="..0 
①トイレの電気つけっぱなし

②トイレの水の流しっぱなし

③トイレットペ-/~ーが無くなれば補充してください

*ペーパーは炊事場となりの倉庫に予備を置いております。

④つまりの原因にもなりますので、トイレットペーパー以外のものは

流さないでください。

⑤トイレ肉の水道は手洗い以外にご使用しないでください。

教室などで使われた道具類の洗浄は、炊事場のシンクをご利用ください。

また周辺を汚さないようにご注意ください。

⑥会館にゴミ箱は設置しておりません。ご利用にあたって出たごみは

各自責任をもってお持ち帰りください。

利回責任雷除、湾机・ 12机絢宅~~.・復命直績をa踊いし管理tD

@利周予"に悶.る蔚闘い

予約をされているグループの中で、当日利用さむないグループをお見受けします。

変更になった場合は、速やかに会館担当までご連絡ください。

会館奄気持ちcf;<翁使いい忠信〈記めに、

"互いが11，-11，唱t"守'1い恕~e..cf;ろ

".いい1:"..0
会館委員長青山



<回覧>第4回役員会・第3回評議員会で話し合われた内容

日 時:令和 2年 11月 14日

役員会/13時"-'15時・評議員会/15時"-'17時

会 場: 東生駒南自治会館 lFホール

参加人員 41名(役員 20名欠席 2名・評議員 18名欠席 4名・四部会 3名欠席 l名)

議事

-個人情報保護規定概要説明 金津宏和氏からご説明頂きました。

各部活動報告

-自主防災会

生駒市総合防災訓練 01月 15日)中止

防災訓練(情報伝達訓練)の実施→11114 10時"-'12時 68班から回答有り 0

.総務部

班長の氏名変更

4区3班 小阪千代子氏→角田美江子(かくたみえこ)氏に変更

転入者の新規資料や逝去に伴う事務手続きの管理・保管について

・財務部

10月 l日会費引き落としがありました0

.広報企画部

慶事のお祝い該当者について(担当役員がご自宅にお祝いをお渡しに伺いました。)

秋祭り中止の告知について 00月 l日回覧)

-環境保全部

第 6公園に常習的に不法投棄(不分別ゴミ)があるようで注意喚起回覧をし、改

善が無ければと防犯(監視)カメラ設置を検討致します。

猪の出没があり、注意喚起の回覧を致します。

-ホームページ委員会

ホームページQRコード案内回覧を致しました。 10/1
活動予定

非接触体温計c1台)が、市より寄贈して頂きました。(自治会館常備)

次期役員・評議員・班長の選出の依頼を評議員に致しました。c1月評議員会に提出)

餅っき大会の代案については花見と合わせて考慮致します。

一斉清掃について 12/6 (日) 中止 (コロナ感染拡大の為)

1、その他

・会長任期について

他の役員と同じく l年に変更。次回総会で決議の上、令和 4年度より実施致します。

・赤十字寄付について 142600円 実施致しました。

• 1区居住会員編入の件c1区は庖舗と住居が混在し、自治会会員が 7名の為、役員・

評議員・班長の役が非常に早く回ってきて負担が大きく以前より他区への編入を希

望されていましたが、実現せず今日に至っています。この度、役員・評議員が慎重審

議の上、 5区に編入と致しました。 5区は近隣区であり、現在 2班である為、 l区の

7名を 3班として編入致します。尚、 1区は「ケーズデンキ.KOHYOJだけを特

別区として役員・評議員の選出は行いません。但し会費は徴収致します。

自治会細則 (P6)8条(細則 l条)の改正を行い来年度より実施致します。)

.各行事未執行予算について

下記の防犯カメラとゴミ box(2万) x 3台の購入が決議されました。

-中央公園で児童に対するわいせつ行為が有った為、防犯カメラを設置致します0

・会館 2階非常灯の改修を行います。 約 5万円

• AED設置について(会館内に設置。購入は決議されましたが、以後の研修等を検討)

・木坂利明氏 08区)尺八講座(回覧内容を審査する事で承認されました)。 以よ



回覧

令和2年12月 1日

東生駒南自治会長様

自治会会員各位

生駒市上下水道部

水道管布設替工事のお知らせ・ご協力依頼について

自治会の皆様には常々本市水道行政にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、上下水道部では、裏面位置図明示箇所において老朽化した水道管を布設

替する工事を行うこととなりました。工事期間中は通行規制を実施いたしますので、

何かとご不便をおかけいたしますが、ご協力くださいますようよろしくお願い申し上 ，

げます。

『

H
U

z--
ロ

工事名 東生駒2丁目地内配水管布設替工事(2工区)

工事期間 令和3年1月中旬~令和3年3月中旬(予定)

(土、目、祝日は工事を行いません。)

工事時間 午前9時~午後5時

通行規制 車両通行止め(歩行者通行可)

施工主体 上下水道部工務課(担当川本) 0743-79-2800 

施工業者 未定 (12/1開札)

その他 -工事に伴う断水等につきましては個別に別途、

お知らせいたします。



施工期間:R2.11月下旬~

R3.2月下旬

施工業者:株式会社森岡興産

2工区

施工期間:R3.1月中旬~

R3.3月中旬

施工業者:未定

1，2工区舗装本復旧工事

R3.4月~

施工業者:未定
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悪質・危険な飲酒運転による交通事故は、減少傾向で推移
していますが、依然として後を絶たない状況です。「飲酒運転
をしない、させなしリという県民の規範意識の確立を図るた
め、飲酒の機会が増加する年末の時期に、飲酒運転の根絶を
呼びかけています。

ー・ー・・・・・--------ーーー-ーー-------------ー.ー・ーー・・ーーーーー---・・ーーー・・・ーーー------酬・・ーー・---ー・ーー----"-・ー・ ・ー-・----・・・・ー

jく奈良県下の飲酒運転の状況(令和元年中)>

O 飲酒運転による交通事故(自動車等を含む)件数

47件(うち交通死亡事故7件・死者7人)

O 飲酒運転の検挙数

328件(前年比+49件)

O 行政処分(飲酒運転)決定人数

免許取消処分 236人

免許停血処分 42人

iく飲酒運転根絶のために>

O 飲んだら運転しない!(道路交通法第65条第1項)

※ 酒酔い運転 :5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※ 酒気帯び運転 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

O 飲んだ人に車を貸さない!(道路交通法第65条第2項)

※ 酒酔い運転

車を貸した人は、 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※ 酒気帯び運転

車を貸した人は、 3年以下の懲役文は50万円以下の罰金
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O 運転する人に飲ませない(道路交通法第65条第3項)

※ 酒酔い運転

酒類を飲ませた人は、 3年以下の懲役文は50万円以下の罰金

※ 酒気帯び運転

酒類を飲ませた人は、 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

O 飲んだ人に運転させない!(道路交通法第65条第4項)

※ 酒酔い運転

同乗した人は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※ 酒気帯び運転

同乗した人は、 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「ハンドルキーパー運動1にご協力をお願いします白

車で飲食庖などへ行く場合、お酒を飲まない人をハンドルキーパに決

め、その人が車の運転をして仲間を安全に送り届けるという、飲酒運

転防止運動です。

奈良県下では、 1，840庖舗(令和元年中)の飲食庖・酒類提供庖から、ハ

ンドルキーパー運動の賛同をいただき、飲酒運転根絶に向けた取組を

行っています。

お濯を提供する飲食庖の方へ

tお客さんが車で来られた場合、運転する人

を確認してください。

飲み物の注文を受けるとき、「ハンドルキー

パーさんはおられますか。ハンドルキーパー

さんにはお酒を提供できませんので、ご協力

をお願いします。Jなどと対応し、お酒を提供

しないでください。
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油口~~n証四軍師4却正E藍百三匹訓豆

110暑は、事件・事故など、醤嘆に緊急

遍轄するための専用電話で、その回線数
にも限Uがあります。.怠ではない相談事
や免許の照会などに110暑を使用されます
と、事件・事故の膿に110暑がかかりにく

くなってしまいます。

..ではない棺援事は#9110を利用し
lてください。



質主副委蚕逗踊

12月

10日~16日

挫致被害者の 1日も早い婦聞を目指し、政府肱全力で取り組んでまいります。

位致問題の解決のためには、私たち一人ひとりの強い想いが必要です。

O 
極致問題そのf也北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
Elìl.:i母トミ隠m~!!I高温調冒園田ヨヨ・・ 愉tp://www.rac柑.go.jp/ --，寓正位fi語=r_坦a・附 p://www.moj.go.jp/JlNKEN/jink開 t103.html

[政…白鱒:汁12月12臼{土) 14梼~ 場R所肝:イイノホ-Jル¥dJ東使京都千代沼区内書寄-町2了自1-1)(予定)

主催:.政主府鐘盟致k悶題対'簸置本鶴、法量郵E省 桜ウエプ配信も行う予定

議静調II!I;i‘追って控致問題対策本書事ホームベージ』乙猫車庫苫れます. お開会せ先:03・3581・8898



生駒市くらしヒしご.ヒ支援セ γ今一
相談買が志なt:0)悩討を整理し、解決に向けて

一緒にて"きるごヒを考文、支援していきま寸。

TEL0120-883-132 
平日 9:00-17 : 00 

-帯針管理ができない・.

・借金が・・・

・子供がひきごも LI・-

なピなピ

-職場でいやがらせに・

.iii械がご hい・

・膚勺 τもらえる白倍がない

なピなピ

社会福祉法八 生駒市社会福祉協議会

メー lげのお申し出時 i-kurashi@kcn. jp 
派・返信州選れる場合計I~ et¥ LI ~守. 7 ド・L-'Aによ勺 τLëH遺~メ ー 11. に入勺 τ しまう場合もët\ LI iまオ.返信がない場合や ~i.ぎの場合L~ ët，..!置く Tざさい.



来所、電話、メー

J¥..等でご.相談く

1ささ lI。

(来所の場合同

事前 lこご.連絡く

1ざさ llo ) 

相談買がお困

IIご.ヒをお聞

きしま寸。

(課題を整理

しましょう。)

【対象ヒなるか っ|
生活保護主勢けている介任以外て"、生活に

困勺ていて、最イE限度m生活を維持寸るごヒ

ができなくなる恐れの志る向、たて"寸。年齢制

限L'CI:3¥ IIませ人。

-経済的な問題で生活に圏、ているがた

.畏く失業しているかた

・引きごも Lfやニートで悩んでいるがた

-働いた経験がなく不守なかたや売仇ご索族

なピ

・ごれまでm制度O"ll'CI:ずまで支掃が骨けられ

なか勺 1三機会的な課題を棺えたがた

••• 

社会福祉法人 生駒市社会福祉協議会

一人ひヒ IIに志

勺T三支援ブう γ

を一緒に作成し

ま寸。

お金がかかる0"17

解決に向けて支援を

行いま守。

(各種支援機関ヒ連

絡、調整、必要な手続

きをお手伝いしま

会

-無料τ寸。 ..J同聖

プライパヤ一時守られるU't7 -.-

・相談者m情報L'CI:適切に取 II扱い、ブうイ

パャーに十分配慮し、イ圃八情報 L'CI:保護し

ま寸。

仕事的紹介在し τくれる0"17

-ご.要望.，.，e合致寸れぱご'紹介や企業同行支

援ができる場合も3¥II *寸。ハローつー

ケなピへの同fiもい七しまオ。

お金主貸し τくれる0"17

. d干金をお貸し守るごヒ lきできまゼ人州、

状況に応じ七制度をご.紹介しま寸。

生働市くらしヒしご.ヒ支援セ γ守-

tixitJリーダイヤル 0120-883ー 132
Email i-kurashi@kcn.jp 

住 所生駒市元町 1丁目 6-1 2生駒セイセイピ 11-4 F 

相談日時 午前 9時~午後 5時(土日枚、年末年始を除く)
議==./ rE1 
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点検

ー点検ボタンもしくは点検ひもを引っ張り

-住宅用火災警報器の点検方法・

L J 
押す'

作動確認を行いましょう。
…機織機騒幽麟櫨離種園田園田園田園田園園属国関翻繍翻織機 伏対;ゐ

住宅用火災警報器は古くなると機器の故障、電池切れなど

により正しく機能しないことがあります。

正常の場合、正常を知らせる音声や電子音がなります。

詳しくは取扱説明書を確認してください。

異常があった場合や設置後 10年を目安に機器の取り換え

が推奨されています。

最寄りの家電販売庖等でお求めできます。



生駒市消防本部では、ホームページなどから

防火に関するお知らせなどの情報発信をしています。

ぜひご覧ください。

O 

O 

O 
021年は生駒市市制 50扇宮

生駒消防発足55周年

生駒市消防本部・消防署本署

0743-73-0' ，q(代)

消防署南分署

0743-76-0' ，q 

消防署北分署

0743-7q-O' ，q 

生駒市消防本部公式トムヘ。サー

生駒市消防ユーチューブ 護運

警護生統的公式ツイアター

i器生駒消防公式フェイスブック
ぷ畑、私設ぺ:



介誇に閉する Q一 司

-圃-
圃圃・・

あったか大賞・・・ 1点
あったか大賞副賞:近大マグロ 1万円相当

その他表彰部門として認知症・介護サービス・
家族・地域などを予定。入賞作品には副賞
として記念品を進呈します。

生駒市は、介護に関する体験や思いを乗せた「ほっとするJrほのぼのする」

川柳を募集します。川柳を通して介護や認知症について考えてみませんか?

また、受賞作昂等については、今後、様々な啓発事業などで活用する予定です。

【応莞】令和 3年 1月 18日〈月〉までに、市内公共施設等で配布するチラシ

またはハガキで生駒市地域包括ケア推進課まで応募してください。

【発表〕令和 3年2月21日(日〉ケアリンピック生駒イベント ヘ

※入選作品はケアリンピック生駒ホームページにて先行発表いたします。

【その他】応募に際しては、広報いこまち 12月1日号または、市内公共施設等で

配布するチラシをよく読んで応募ください。

あなたの家事スキルや時間を有効活用しませんか?

訪問型サービスA従事者研修
翠罷盤盤翠翠鑓趨

1日の研修で訪問型サービスAIこ従事するために必要な修了証明書が発行されノ

ます。また、介護等の初歩的な知識を得ることができますので、訪問型サービ

スAIこ従事する予定はないけれど興味のある、というかたにもオススメです。

く〉日時:令和 2年 12月 19日(土〉

98寺から 17時 iでさることが
一途中休憩を挟みます iきっとある。

く〉揚 所:生駒市メディカルセンター研修室

く〉参加費:無料

く〉定員 :30名

く〉申し込み・問い合わせ

前日までに電話か直接、生駒市役所地域包括ケア推進課(内線463)
訪問型サービスAとは? 要支援 1・2の認定のあるかた文は事業対象者に対

して掃除・買い物などの「生活援助j のみを実施する訪問介護サービスです。

【問合せ】生駒市地域包括ケア推進課 0743-74-1111 (内線 463)
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