2017 年 11 月 29 日

第 2８１号
桜ニュータウン 自治会
桜ニュータウン
シンボルマーク

広報部・書記

平成 29 年度（2017 年度）第７回桜ニュータウン自治会定例会が、平成 29 年
11 月 11 日（土）19 時より、37 名の出席を得て広岡交流センターで開催され
ました。議事の内容は以下のとおりです。

会長から
①共同募金活動のご協力ありがとうございました。北区（98,900 円）
、
中央区（110,600 円）
、南区（121,400 円）の募金を納入しました。
②交流センターから 2 件目の不審者目撃情報が届きました。10 月 25 日の目撃
情報に基づくもので、不審者についてやや詳しい記述があり、回覧にて皆様に
お知らせしました。
③北区の会員より、私的な事柄に関する回覧の依頼がありました。回覧は自治会
活動に関するもの、区会連合会から委託されたものに限っており、ご意向に沿
えない旨回答しました。
④12 月 16 日に専門部長を対象として、次年度活動、予算、引継ぎ等について本
部役員（会長、副会長、会計）ヒアリングを予定。

専門部から
保安部
①通常のパトロールと消火栓の点検を行いました。
②12 月 3 日の消火訓練は回覧板にて周知。消防団が取り仕切ります。
③常習的な駐車違反に対する取り扱いについて，過去の事例を参考に検討がなさ
れました。常習的駐車違反への対応策について桜タイムスに掲載することとし、
記事を保安部長が準備することになりました。

広報部
桜タイムス第 280 号を発行し、掲示板にも掲示しました。

文化体育部
バス旅行の参加希望者は最終的に 86 名。バス会社との打ち合わせも終了。
バス 2 台なので予算内に収まります。るるぶの旅行ガイド 2 冊を観光協会からい
ただいたので、参加者へ配布します。公民館の前にバス 2 台が駐車するので近隣住
民の方にはご迷惑をおかけします。
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保健衛生部
①12 月 3 日につくば市の一斉清掃があります。当日他の行事がありますが、NT
でも予定通り行います。本日(11 月 11 日)お知らせを区長にお渡ししたので回
覧をお願いします。ゴミ袋を 5 枚ずつ班長さんに配布したので当日お使い下さ
い。不足分は保健衛生部員からもらって下さい。班長が保健衛生部員でない班
には少し多く入っています。集めたゴミは最寄りの集積所に出して下さい。
②11 月 6 日に南区の方から犬のフンの看板の紐が切れているという連絡があり
南区の部員の１名と全区を点検したところ、南区のみ 4 か所で切れていたので
付け直しました。

自主防災組織
①10 月 21 日（土曜日）救急救命講習会を実施しました。参加者２２名。
②防災住民意見交換会を１月 20 日（土曜日）9 時より 12 時まで開催予定。
③防災計画の見直しの検討を継続しています。

助成金団体から
子ども会育成会
Ｄr.ナダレンジャーの自然災害科学実験教室の行事を予定しています。
日時 12 月 3 日（日）10：00～11：00
会場 広岡交流センター1 階ホール

しば楽会
①10 月 30 日(月) 中央公園の花壇（しばらく会で管理）の 10 株ほどの切り株
の掘り起こしを、市の公園管理課に依頼。
②11 月 7 日（火）花壇をリニューアル。花苗を植え込みました。
☆今後の予定☆
11 月 24 日（金）スクエアステップ体操教室
PM1:30 – 3:00 於：桜の園
11 月 29 日（水）健康セミナー
PM2:00 – 4:00 於：桜の園
12 月 1 日（金）スクエアステップ体操教室
PM1:30 – 3:00 於：交流センター
12 月 6 日（水）いきいき体操
PM1:30 – 3:00 於：交流センター

防犯サポーター
活動期間 10 月 1 日～10 月 31 日
①通学パトロール：10 月は 21 日稼働。
②夜間パトロール：10 月は 19 時から 3 回（5 日、17 日、26 日）行いました。
※11 月からは 1 時間早めて 18 時から行います。
③青色回転灯パトロール：10 月は 16 時をベースに 3 回（4 日、11 日、18 日）
実施。
2

④その他 イベント参加２件
(1)10 月 13 日（金）14 時～15 時
：つくばイオン イーストコート
：つくば中央警察の要請により桜 NT から 5 名参加。
(2)10 月 20 日（金）15 時～16 時
：イーアスつくば センターコート
：平成 29 年度｢全国地域安全運動｣コスモスキャンペーンに
桜 NT から 7 名参加。

さくらおたすけ会
①秋の草取り事業が終了 15 軒のお宅に延べ 189 名の会員が活動しました。
要望があった宅は全て終了しました。
②本日(11 月 11 日)、男の料理 2 回目。
③11 月 12 月お弁当作りに対して、歳末助け合い募金の補助金 5 万円を
獲得できました。
④その他の仕事何か困りごとがあれば電話頂くことになっています。
電球の交換、戸の建て付け、ゴミ出しなど、些細な困り事があればおたすけ会に
連絡して下さい。
※イオン行きや並木ショッピングセンター経由など買い物に便利なバスルートを
望む声があることが紹介されました。

連絡事項
◎「転出届・長期不在届」の配布について
10 月定例役員会で「転出届・長期不在届」
（案）が承認されたので、承認された
用紙を配布しました。
◎「次期班長選出」の案内について
来年の 1 月 27 日に平成 30 年度役員選出を行う予定であり、事前に候補者の名
前を調べて記入し、12 月の定例役員会で会長に提出して下さい。本用紙には平
成 30 年度の班長とその方の次の班長（来年度の班長が区長になった場合に備え）
を記入して下さい。高齢などを理由とした免除については統一した基準はなく、
各班の判断になります。万一、班で選出に問題が生じた場合は、まず班内で相談
し、解決しない場合は区長に相談して下さい。

【次回定例会】
班長さんへ
次回の定例会は 12 月 9 日（土）19：00～です。
会場準備は中央区が担当になります。
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広岡交流センター通信
☆一斉予約日のお知らせ
Ｈ30.2 月分・Ｈ30.3 月分の施設利用予約開始日は,12／1（金）です。
なお、年末年始の施設休館日と市行事等で予約不可日もありますので
ご注意下さい。
☆部屋使用についてのお願い
いつもご利用ありがとうございます。
部屋の鍵は 5 分前からお渡ししています。
※１１月には、桜南小の２年生が生活課「町探検」で、
広岡交流センターに見学に来ました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

移動販売車・自動車図書館のご案内

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

カスミ移動スーパー
☆広岡交流センター

毎週火曜日
10：40～11：00
毎週木曜日
11：15～11：35
☆広岡炭火焼鳥備長本店 毎週火曜日のみ 11：10～11：25
広岡交流センターに来るカスミの移動販売を活用して下さい。普段移動販売に載
せていない商品でも、前日までに電話すれば届けてくれます。支払いは移動販売
車での商品と引き替えです。特売品は特売価格です。
【問合せ先】カスミ万博記念公園駅前店☎029-848-1130 受付時間あさ 10 時～よる 8 時

自動車図書館
☆場所：桜ニュータウン バスターミナル
☆12・1 月の予定 12／6（水）
、12／20（水）1／17（水）
、1／31（水）
☆時間：14：00～14：40 【問合せ先】中央図書館 ☎029-856-4311

編集後記
今月に入り、急に寒い日が多くなりましたね。11 月は秋の全国火災予防
運動（火災予防週間）でした。暖房器具等使う機会も増えていきます。
皆さまも、火の元には十分気を付けて下さい。
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