
日 曜日

7/11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月 燃やすごみ

31 火

8/1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

１．集会所の使用申し込み ⇒ まちづくり桐ケ丘 月～土 9:00～16:00 ℡ ５２－４５００

（１～４丁目：林 國夫 ） ℡ ５２－２１８９

（５～８丁目：奥 俊明 ） ℡ ５２－３５５１

３．粗大ゴミの引き取り ⇒ （伊賀南部粗大ゴミ受付センター） ℡ ６４－８７００

燃やすごみ

燃やさないごみ（袋に「フ」と書くこと）

２．防犯灯の球切れ等 ⇒

「容器包装プラスチック」ごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

「容器包装プラスチック」ごみ

燃やすごみ

クリーンデー8：30～

ＮＰＯ資源（アルミ・鉄缶・ペットボトル）

燃やすごみ ・資源ごみ（資源+廃食油）

燃やさないごみ（袋に「フ」と書くこと）
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「容器包装プラスチック」ごみ

ＮＰＯ資源（新聞・雑誌・布類・ダンボール）

燃やすごみ

燃やさないごみ（袋に「フ」と書くこと）

燃やすごみ

ＮＰＯ資源（新聞・雑誌・布類・ダンボール）

ＮＰＯ資源（アルミ・鉄缶・ペットボトル）

「容器包装プラスチック」ごみ

「容器包装プラスチック」ごみ

燃やすごみ

連 絡 先

裏面もご覧
ください

自治協
運営委員会
19：30～

①日本赤十字社社資にご協力いただきありがとうござ
いました。各丁の金額は次の通りです。
1丁目 150戸 47,095円 2丁目 152戸 41,350円
3丁目 175戸 33,145円 4丁目 138戸 30,200円
5丁目 156戸 29,000円 6丁目 79戸 27,100円
7丁目 124戸 42,100円 8丁目 100戸 29,600円

合計 1,074戸 279,590円

②Aコープ青山店への買い物バス便（三重交通路線バ
ス）アンケート調査結果

４月１日運行開始後ほぼ２ケ月を経過し、５月３１
日住民の皆様からのアンケート調査回答を集計しまし
た。調査結果は回覧でご報告致します。自治会員1,766
戸にアンケート用紙を配布し、回収率は60.1％、回答
人数1,454人と多くのご協力を頂き、より正確な現状把
握ができました。利用したことが有る人4.5％と大変厳
しい利用率です。利用したことがない人（1,390人）で
は：①今後できるだけ利用したい人8.6％、②将来利用
したい人11％となっています。現状の利用者数では運
行継続は厳しい状況です。多くの皆様の利用が必要で
すので、利用方ご協力お願い致します。

③桐ケ丘全体クリーンデーについて
7月15日(日）午前8時30分から全体クリーンデーを実

施します。各組の作業担当区域と作業内容を全戸配布
致します。桐ケ丘地区の快適な住環境づくりにご協力
ください。

④桐ケ丘地区防犯ネットワーク委員会開催
6月13日（水）平成24年度第1回委員会が開催されまし
た。参加団体の活動報告と現状の課題が出され、改善
に向け意見交換を致しました。会議の詳細は「桐ケ丘
地区防犯ネットワーク通信」を発行しご報告致しま
す。（写真裏面）

⑤火災発生時のご近所の対応について
5月27日（日）6丁目の火災発生時に、お隣やご近所

の皆様の適切な初期消火活動があり、延焼を防ぐこと
ができました。ご近所の力が大切なことを改めて認識
すると共に厚く御礼申し上げます。尚、火災発生時に
心配された住民が大勢火災現場付近に集まり、消防署
員の消火活動の妨げとなった所もありましたので、交
通障害にならぬようご協力をお願いします。

桐ケ丘夏祭り

今月の紹介団体は、設立して今年で８年を迎えるいきいきサ
ロンたんぽぽ会です。
毎月１回、第２水曜日午後２時から活動しています。社会福祉
協議会が行う地域福祉推進を図ることを目的とし「社交の場」
を設け、「ふれあい」を通して楽しい時間を過ごすことで、孤
立感を解消、閉じこもりや介護予防、健康維持向上を図ってい
ます。具体的には、観桜会、音楽療法教室、クリスマス会、生
活体操や遠足など、多種多様な催しを行っております。
対象者は、６５歳以上の一人暮らしの方や、昼間一人で家にい
る方です。
６月は、アミティにてミュージックコーディネーターの指導に
より、皆さんがご存知の懐かしい歌を歌ったりして楽しい時間
を過ごしました。（写真参照）

駐車可能路域 駐車禁止路域

交差点５Ｍ 消火栓５Ｍ内 右側駐車

１丁目 17 17 0 5 1 6

２丁目 24 24 0 4 0 1

３丁目 20 20 0 3 0 0

４丁目 10 10 0 3 0 1

５丁目 9 9 0 0 0 2

６丁目 20 20 0 6 2 0

７丁目 32 32 0 1 2 4

８丁目 41 41 0 11 0 0

合計 173 173 0 33 5 14

駐車可能路上域内禁止状態

駐車状況

台数駐車場所

収集なし

収集なし

（駐車禁止路）制限速度40㎞で、駐禁標識が出ている道路。
（駐車可能路）制限速度30㎞（優先道路以外の生活道）駐車可能で
すが、昼間12時間・夜間8時間の制限があります。

子供御輿の募集を
後日回覧しますの
で申し込んでね！

夏祭り出店者を募集します。
ご希望のかたは、市民センターまでお

申込みください。（５２－０２０４）

申込み〆切：７月１０日（火）

＜路上駐車調査結果＞

3丁目タイヤ公園に新しいぶらんこが設置され
ました。
○３歳～６歳の幼児には、大人が必ず付き添って
ください。
○身長１１０ｃｍ、体重２０ｋｇまでの幼児が使
用できます。

規格が変更になりましたので、以上の点を守って
使用してください。

お知らせ

６月１０日（日）午前８時か
ら、防犯安全部会にて、路上駐
車実態調査を実施しました。
＜調査結果の分析＞
１）駐車禁止標識の出ている優
先道路での路上駐車はゼロ。
２）総路上駐車台数は、23年度
に比較してやや減少している。
３）違法駐車は、交差点５ｍ内
駐車、右側駐車が多い。
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（日時） 毎月第１土曜日 （現在開催中）
午後1時30分～

（場所） 7丁目グラウンドにて
どなたでもご自由に参加できますよ！

ターゲットバードゴルフ

お問合せは
桐ケ丘地区市民センター（ 電話：５２－０２０４） ブログアドレス：http://blog.goo.ne.jp/kirigaokajichikyou/

各種行事の申込みは、市民センターに置いていますので、受付期間中に市民センターまでお越しいただくか、ＮＰ
Ｏ郵便ポストに投函しお申込み下さい。

７月の行事予定

（日時） 毎月第１・２・４土曜日
午前１０時～１１時

（場所） 市民センター２階

現在開催中ですので、興味のある方は事務局ま
でご相談ください。

手話教室

（日時）７月２２日（日）午後１時～
（場所）アミティ大ホール
（募集人員）６０名程度

当日は、映画鑑賞会、ビンゴゲームなどを予
定しています。奮ってご参加ください。

子育て支援事業

（日時） ７月７日～毎週土曜日 午前１０時～１２時
（場所） 市民センターサロン内
（対象者) 小学３年生以上・中学生 １０組まで

①Ｗｅｂ関係の使い方、基本動作
②Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基本的な使い方

※ 小学生は親子同伴、中学生は親の承諾が必要です

パソコン教室

（日時）7月19日（木）･24日（火）
28日（土）

午後2時から4時まで

（場所）アミティ大ホールにて
奮ってご参加ください！

桐ケ丘音頭練習会

子供対象 大人対象

第1回目：7月4日（水）10：00
場 所：市民センターサロン内
対象者には後日ご案内します

第２回目：１１月開催予定

１０月頃募集予定

7月22日(日）午後3時30分～5時（子供対象）
〃 午後7時～9時 （大人対象）

（場所） アミティ大ホール
みんな来てね！

盆踊り練習会

平成２４年度伊賀市地域活動支援事業



日 時間
第１回 7月7日（土） 13:30～16:00
第２回 8月11日（土） 13:30～16:00
第3回 9月8日（土） 13:30～16:00
第4回 10月13日（土） 13:30～16:00
第5回 11月10日（土） 13:30～16:00
第6回 12月8日（土） 13:30～16:00
第7回 1月19日（土） 13:30～16:00
第8回 2月16日（土） 13:30～16:00
第9回 3月9日（土） 13:30～16:00

場所
伊賀県民センター7階
ゆめポリスセンター2階
ゆめポリスセンター2階

ゆめポリスセンター2階
伊賀県民センター7階

東高倉橋遊水池
ゆめポリスセンター2階
ゆめポリスセンター2階
ゆめポリスセンター2階

災害ボランティアコーディネーター養成講座

主催：伊賀市社協
後援：三重県伊賀市

協力：桐ケ丘地区住民自治協議会・柘植地域まちづくり協議会ほか

８月の行事予定

９月の行事予定

（日時）８月２５日（土）午後１時３０分～
午後９時まで

（場所）第１部（桐ケ丘アミティ）
第２部（市民センター）

今年も多彩な催し物を企画しています。
詳細は別途配布のチラシをご覧ください。

子供フェスタ

平成２４年度伊賀市地域活動支援事業

（日時） ８月４日（土）
（場所） ３丁目タイヤ公園

詳細は、７月下旬頃配布のチラシ
を見てね！

桐ケ丘夏祭り

（日時） ８月２６日（日）午後1時～
（場所） ２丁目集会所前

詳細は、後日お知らせします。

どろんこ大会

（日時） ９月９日（日）
（場所） アミティ大ホール

対象者には、後日案内文書を送付いたしま
す。

桐ケ丘敬老会

（日時） ８月２５日（土）
（場所） 奈良市
（問合せ）Ｙショップおおや

（５２－１１７５）

バサラ夏祭り

この回は、桐ケ丘
地区住民自治協議
会･柘植地域まちづ
くり協議会が講師
をします

活き活きハイキング・ふれあい塾の詳細
については、決まり次第お知らせしま
す。

防災啓発や災害時のボ
ランティア活動のコー
ディネートに力を合わ
せて取り組めるコー
ディネーターを養成し
ます。



まちづくり桐ケ丘では、模擬店を出店します
（アイスクリーム・冷やしきゅうり・焼きそば・フランクフルトなど）

前日・当日お手伝いいただける方は、
７月２１日（土）までにNPO事務局まで
ご連絡ください

対象 ： 小学５年生～中学生

と き ： 午後５時～８時

参加賞（図書券）あり

※ 詳しくは、NPO事務局まで

１・２・３・６丁目公園も同様に草刈を終了しました。公園周辺の皆様、

ご理解・ご協力ありがとうございました

７月クリーンディまでに、各公園のり面の草刈を終える予定です。

団地内の草刈･剪定でお困りの方は、 第１・３土曜日（７月７日・７月２１日・８月４日）
NPO事務局までお問い合わせください 新聞・雑誌・ざつ紙・ダンボール・布類

玄関先道路上に（家の敷地内は回収できません）

第２・４土曜日（７月１４日・７月２８日）
アルミ缶・スチール缶・ペットボトル

ステーションまで

６月２２日（金）に青山小学校の３年生９名の子供たちが総合
学習として、地域 にある施設の社会見学に当法人を訪れました。

施設の見学後、 活動内容・地域に於ける役割などスライドを
見ながらの話に真剣に耳を傾けていました。

８月４日（土）
桐ケ丘夏まつり!！

収益金は、団地内の公園整備や草刈等の
『まちづくり事業』に活用しています

NPO法人『まちづくり桐ケ丘』に
かわいい訪問者

まちづくり桐ヶ丘の活
動・役割など知ってもらう
事ができてとてもうれし
いです。 “ほっと”サロン
にお友達と遊びにきてく
ださいね

【桐ケ丘地区住民自治協議会・自治会へのお問合せ先】 【ＮＰＯ法人まちづくり桐ケ丘へのお問い合わせ先】
電話：５２－０２０４（市民センター） 電話：５２－４５００ ＦＡＸ：５２－４５０１
ブログアドレス：http://blog.goo.ne.jp/kirigaokajichikyou/ メールアドレス：yumemati@asint.jp

6月より毎月第１、２、３の金曜日午後7時30
分～ヨガ教室が開催されました。堀川郁子先生
を講師に、28名の方が参加。
身体のゆがみ修正方法、基本正座、足首回し、
複式呼吸方法、若返りの運動など教えていただ
きました。これからが楽しみです。

「こんばんは」は、「夜」
「あいさつ」となってい
ます

市民センター内サロンにおいて、6
月から3世代交流型ふれあい体験交流
事業（インターネットサロン）が始ま
りました。
パソコンを2台常時設置しております
ので、ご使用になりたい方は、事務局
へ申し込んでください。パソコン教室
も併行して開催いたします。

６月２４日(日）午前１０時からアミティにて、
知的障害者とその家族、高齢者とともにカローリ
ングというスポーツを通して、和気藹々、ときに
は試合に熱中する場面もみられる交流会を開催す
ることができました。
試合もスムーズに流れ、盛会の内に終了できまし
た。参加者の皆様に喜んでいただき、長期的なふ
れあい事業として定着してきました。

ヨガ教室

カローリング大会

ワンポイントレッスン
（手話による挨拶の仕方③）

平成24年度伊賀市地域活動支援事業
ふれあい体験交流事業


