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香芝・旭ヶ丘ニュータウン自治会の取組み
生まれも、育ちも、生活環境も違った住民たちが旭ヶ丘ニュータウンに集い、「仲良く」
「住み良く」「暮らし良く」を目標に、子や孫たちにも「終の棲家」として楽しく生活で
きる場となれるよう、全住民が力を合わせて頑張っております。この旗振り役として自治会
活動を推進しております。
香芝・旭ヶ丘自治会は、「生活環境の改善」「安心・安全の街づくり」「地域福祉
の推進 」「会員相互の親睦と交流 」等をキーワードに、全員参加を目標に各種の活動を
行って参ります。
具体的な活動としては、
①生活の場である、旭ヶ丘ニュータウンを住み良い街とするために、
・地域内の公園や道路の美化など「美しい街」の追求
・生活マナーを守る、向上させる ことによる「住み良さ」の追求
②旭ヶ丘ニュータウンに住んでよかったと思える街とするために、
・地域安全活動、防犯・防災活動等を通じた「安心安全」の街づくり
・道路関連の整備、防犯灯の整備、防火設備などの充実と意識の向上
③住民と地域施設との連携を深めた福祉充実の街づくりを目指して、
・幼・小・中学校、子育て支援センター等との地域で子供を育てる運動
・文化・教育・健康増進の取組み
④会員相互の交流と親睦が深まるような街づくりを目指して、
・スポーツ、夏祭り、餅つき等のイベント開催
・自治会館を拠点とした趣味の集い、文化祭などの開催
・地域の情報を共有化し、活動に生かすための情報誌の発行
自治会長：神田和一

自治会からお知らせ
班長会議を開催します

今年度から初めての試みとして、班長さんを
対象に２回／年の予定でブロック会議を開催し
ます。自治会活動を経験した上で、自治会に対
する要望や改善点など前向きに話し合っていた
だき、会員相互の親睦を図ります。

●開催日：７月２４日(土) １丁目、２丁目、４丁目
７月２５日(日) ３丁目、５丁目
●時 間：１０時から１２時
●場 所：自治会館
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今年度の役員です。

よろしくお願いします
◆副会長：満留(2B‑4)

自治会に参加させていただいて５年目になります。
地域の皆様方との出会いで色々は経験や知識を学び、
私自身教えていただくことばかりです。今後とも住
民の皆様と共に安全な街づくりに頑張って行きたい
と思っていますので、よろしくお願いいたします。

◆事務局長：大村(3B‑7)

私が役員になって６年目になりますが、この間に大
きく自治会も変わりました。自治会は会員の方々の
協力と参加で成り立っています。微力ながらがんば
りますので、より良い街づくりの為に皆様のご協力
よろしくお願いいたします。

◆書記：阪本(5A‑7)

自治会活動に記録者として参加させていただいてお
ります。１７００世帯を超える大きな自治会ですの
で、会員皆様のご協力と共に、その一翼を担えたら
と思っております。よろしくお願いします。

◆防犯防災部長：南野(3B‑6)

◆副会長：倉橋(1A‑7)

自治会の役員をして７年目になります。役員をして
以来いろいろな方と知り合えて本当によかったと思っ
ています。これからも自治会活動にがんばっていき
たいと思いますのでみなさまのご協力よろしくお願
いします。

◆副会長：布井(4B‑8)

今年度から副会長として就任させていただきます。
仕事しか知らない私ですが、旭ヶ丘ニュータウン自
治会の魅力をもっと知っていただけるよう、微力な
がら頑張って行きたいと思っています。よろしくお
願いします。

◆会計：岡田(5A‑14)

前任者の手法を維持しつつ、データの入力等、処理
の電子化を進めて行きたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。

◆環境部長：塩見(5B‑11)

旭ヶ丘に転居して１１年になります。自治会を通じ
て、地域のいろいろな方と交流が出来、まだ早いで
すが、リタイア後の生活不安の一部が解消されるの
ではとひそかに思っています。住みよい街、まずは、
自分の周りから自分の手できれいにしましょう!!引
き続きご協力お願いいたします。

防犯防災を担当して５年目になります。今までに防
犯防災委員をはじめ役員や会員の皆さまのご協力に
より、自治会地域内において大きな犯罪は発生して
いませんが、今後も自治会の目標である「美しく・
明るく・住み良い街づくり」に向けて、犯罪の未然
防止と災害への対策を行っていきますので、ご協力
とご理解を宜しくお願い致します。

◆文化スポーツ部長：芳谷(2B‑1)

私が旭ヶ丘に移り住んだ同年に自治会が発足し、地
域の情報を知る絶好の機会と思い役員として参加さ
せて頂きましたが、気がつくと８年も過ぎ、古株の
一人になってしまいました。少々大変な面もありま
したが、それ以上に、自分自身楽しみながら活動し
ています。当部会は、夏祭り等のイベントを通じて、
自治会員の皆さんの親睦と交流を深めることを目的
に活動を行っていますので、是非ご参加・ご協力を
お願い致します。

◆地域福祉教育・特別事業部長：川田(4A‑5)

自治会の皆さんと旭ヶ丘の街づくりに取組み、7年が
経過しましたが、とても良い街に育ってきたと思い
ます。地域福祉の発展は街づくりの基本であり、今
後も更なる努力が必要であると認識しております。
また子どもの多い旭ヶ丘であり、子どもたちへの故
郷となる想い出のある自慢できる街にしてあげたい
と、皆が真剣に取組んでいます。本年度も会員皆様
と共に頑張りたいと思いますので、宜しくお願い申
し上げます。

◆広報部長：松本(1A‑1)

自治会の広報活動という形で、住みよい街づくりの
お手伝いをさせていただいて早２年になります。右
も左もわからないまま始めましたが、何とかホーム
ページのリニューアルまでこぎつけました。何をす
るにも一個人ではできる範囲は限られます、今後も
いろいろとお手伝いをお願いすることになると思い
ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

◆１Ａブロック長：前川(1A‑7)

旭ヶ丘に転居して１６年目になります。子育ても一
段落し、これからは自分たちの生活プラス何かをと
思っていたところにブロック長のお話をいただきま
した。店もあり十分とは行きませんが、夫婦で参加
できるほうがお手伝いをさせていただくという形で
頑張りますのでよろしくお願いします。

◆２Ａブロック長：加藤(2A‑9)

２Aブロック長の役目をお引き受けしてはや３年目に
なりました。班長さんはじめ会員の方々と共に住み
よい街づくりを目指して頑張りたいと思いますので
ご協力よろしく願いします。

２０１０年度第１号（通巻２０号）

◆１Ｂブロック長：平工(1B‑1)

少し短期の面もありますが、粘り強さもあります。
特徴を生かして頑張ります。

◆２Ｂブロック長：沼津(2B‑4)

旭ヶ丘ニュータウンに移住して３年で会社を退職し、
さてこれから何をしてと考えました。何か地域のた
めに役立つことはと考えていた中、ブロック長とい
うお話をいただき今年度から参加させていただきま
す。今後ともよろしくお願いいたします。
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◆３Ａブロック長：濱田(3A‑1)

◆２Ｃブロック長：上田(2C‑3)

長という名が付く役をさせていただくのが初めてな
ので何も分からない事ばかりですが、明るく楽しい
住みよい地域が今以上になるよう、微力ながら頑張っ
て行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

旭ヶ丘に住んで8年目になります。これまで自治会の
役員さんや班長さんのお世話になりっぱなしの生活
で、気持ちよくすごさせていただきました。これま
でのお礼の意味も含めて、住んで楽しい街づくりの
お手伝いをさせていただこうと思っています。よろ
しくお願いいたします。

◆３Ｂブロック長：内田(3B‑6)

昨年は班長さんとして楽しく自治会活動に参加させ
ていただきました。やっと次の方へバトンタッチ♪
と思っていたら・・・次はブロック長！？最初は
「何で私なの？」という思いもありましたが、「やっ
てやれないことは無い。私らしく頑張ってみよう。」
とお引き受けしました。役員の方々に支えられ、班
長さんにはご協力いただき、旭ヶ丘ＮＴ自治会をよ
り一層活気あるものにしていければと思います。

◆４Ａブロック長：多田(4A‑4)

今後とも住みよい環境を守ることができるよう、自
治会活動に参加しました。よろしくお願いいたしま
す。

◆３Ｃブロック長：川田(3C‑3)

ブロック長を務めさせていただいて５年目になりま
す。旭ヶ丘にお住まいの皆様が安心して住みよい街
になるよう、皆様と共に協力して頑張っていこうと
思います。これからもよろしくお願いいたします。

◆４Ｂブロック長：柳川(4B‑6)

平成１４年の自治会発足に伴い何か役立ちたいとの
思いで参画し、早いもので９年目になりました。当
初から比べれば世帯数も大きく増加し、大きな自治
会になりました。私は今も変わらず 一人の人を大
切に との思いで、住民一人ひとりとの会話を大事
にしながら、大好きな自治会発展のために、全力で
尽くしてまいります。

◆５Ａブロック長：上岡(5A‑2)

班長さんをはじめ会員の皆様のご協力の下、微力で
はありますがブロック長としての役目を務めさせて
いただいています。益々住みよい明るい街づくりの
お手伝いをさせていただきたいと思っていますので、
ご協力よろしくお願いいたします。

◆５Ｂブロック長：吉武(5B‑7)

今年度より５Ｂブロック長を引き受けました。平成
１４年に旭ヶ丘に転居してきたころは友人・知人も
なく寂しい思いでいましたが、健寿会に入り今では
知人も増え、毎日楽しく過ごしています。今年度よ
り微力ですが自治会のお手伝いをさせていただきま
すのでよろしくお願いします。

◆５Ｃブロック長：土庫(5C‑11)

自治会活動を通じて多くの方とのふれあいと助け合
いを大切にし、明るく元気な環境つくりを目指して
自分の出来ることを一生懸命させていただきますの
で、よろしくご協力をお願いいたします。

◆会計監査：由良(3B‑1)

自治会発足以来８年間、会計を担当させていただき
ました。今年度からは引き続き会計監査としてお手
伝いさせていただくこととなりました。過去８年間
の自治会活動から得たものを、今後の活動に多少な
りとも役立てたいと思っています。今後ともよろし
くお願いいたします。

◆会計監査：野稲(2C‑4)

６年間ブロック長を無事務めさせていただきました
のも、旭ヶ丘ニュータウンの住民の皆様のご協力の
おかげと感謝しております。今年度からは会計監査
という形ではありますが引き続き自治会に参画させ
ていただきます。住民皆様の｢思いやり」の心、｢感
謝｣の心を大切に、益々住みよい街になりますよう頑
張ってまいりますのでよろしくお願いします。

◆顧問：田中(4B‑1)

自治会発足から８年間、会員の皆様のご協力によっ
て自治会の基盤を築くことができました。これから
は顧問という立場で、自治会運営に協力したいと思
いますので、今後とも宜しくお願いいたします。

以上の役員で今年度の自治会活動を推進して参ります。ご協力をよろしくお願いいたします。

サークル紹介

プリザーブドフラワー

生花を加工して作った枯れ
ないお花、プリザーブドフラ
ワーを使って、季節ごとに少
しお洒落でパリテイストなア
レンジをしてみませんか？

プレゼントにも喜ばれます。
●日時：毎月第２水曜日 午前９時３０分から１１時３０分
●会場：自治会館 第３会議室
●費用：３０００円程度／１作品(材料費のみ)
●問い合わせ、申し込み： ４丁目 太田奈緒子 77‑8608
３丁目 竹中幸恵
78‑9556
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坂道ではスピードを落としましょう
地域福祉教育部会
特別事業部会
初夏の候、旭ヶ丘ニュータウンの住民の皆様に
おかれましては、益々ご清栄の事とお喜び申し上
げます。また日頃から活動に対するご理解を賜り、
御礼申し上げます。
旭ヶ丘ニュータウンの街づくりも成熟期に入ろ
うとしております。多くの問題もありましたが、
少子高齢化時代の中で、旭ヶ丘はとても子供が多く、旭ヶ丘小学校は日本第３位（昨年度）の
児童数になり、子供が元気な笑顔で過ごす活気のある街に育ってきました。しかしニュータウ
ン開発から長い時間が経過し、道路などの老朽化も目立ち、補修の要望も増えてきております。
また人口増加と共に交通量も増加し、西名阪方面への抜け道として旭ヶ丘ニュータウン内を通
過する車両も増えており、子どもたちを巻き込む事故も発生している事から、子どもの安全対
策への取り組みも最重要課題となってきております。本年度の総会でもご指摘をいただき、地
図の⑥の箇所に車のスピードの減速を啓発する白線を設置いたしましたが、下り坂の影響もあ
りスピードを出す車両が目立ち、子どもたちの安全を危惧す
る声が後を絶ちません。是非、安全運転を心がけ、減速運転
を戴けますようお願い申し上げます。またその他の危険箇所
につきましても、会員皆様のご意見を下に全力で取組んでお
りますが、気づかぬ点も散見されることから、お気づきの点
がございましたら、自治会までお願い申し上げます。現在の
改善箇所及び協議箇所を以下にご報告申し上げます。
■①、⑤の公園に大時計を設置。現在、発注段階。
■②は昨年度から横断歩道の設置要望から、本年度の設置が決定。下り坂には⑥と同様の減速
啓発の白線を設置。
■③は下り坂の三叉路にて道路の老朽化により、危険箇所への再舗装工事。
■④は下り坂にて道路の老朽化によりタイヤのバーストなどあり、全面舗装工事にて改善。ま
た保護者要望から、通学路の横断歩道設置を要望中。
■⑥は外周道路から南北へ通過交通が多く事故が多発しており、住民要望から通学時間の交通
規制を現在市役所、警察
と協議中（住民意見の聴
取必要）。
■⑦は下り坂にて道路の老
朽化により、車のバウン
ドあり。再舗装工事にて
改善。また南側の歩道か
ら、中学生の自転車飛び
出しにより事故多発箇所
から、バリカーを増設し、
減速対策の工事にて改善。
【地域福祉教育部長・特別事業部長：川田
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当初予定していた５月２３日が雨天となり、史上
春の香芝市美化清掃活動 二回目の美化清掃一週間延期で５月３０日開催とな
りました。順延した当日は曇りのち晴れの比較的さ
環境部会
わやかな天候に恵まれ、順延した割には約２０００
名と多くの方々に参加いただき、怪我・事故等もなく順調に終了することが出来ました。資
機材についてはブロック長や環境委員の方々に一週間お預かりいただくことになり、ご迷惑
をおかけしました。
香芝市による植木の刈り込みや緑地・公園の除草についてはこれから始まるところで、住
民の皆様には出来る範囲で実施していただきました。階段溝の落ち葉の除去など見違えるほ
どきれいになった場所もあり、ご尽力いただいたブロック長をはじめ、班長・住民の皆様に
は感謝申し上げます。
【環境部長：塩見 仁郎】

第５回

自 治会 員 親睦

キックベースボール大会を開催します
文化スポーツ部会
自治会会員の皆様の親睦をより一層図ることを目的としたスポー
ツイベントとして、昨年に引き続き｢自治会親睦キックベースボー
ル大会｣を開催します。
日 時：７月１８日(日) ９時３０分から１６時(予定)
場 所：旭ヶ丘小学校グラウンド
★昼食は会場内で炊き出しを予定しています。

昨年の大会から

※雨天時は体育館にてドッチボール大会を予定しています

【文化スポーツ部長：芳谷

伸明】

トールペイントは、ヨーロッパ生まれの、伝統的装
飾技法を土台とし、木、陶器、ガラス、布等に絵を描
サークル紹介
く技法です。この技術を初歩から学びながら作品作り
をしています。
自治会館では、
春休み、夏休み、
冬休みには、親子体験も計画しております。

トールペイント教室

●日時：毎月第３金曜日 午前９時30分〜12時30分
●会場：自治会館 第３会議室
●費用：体験のみ １,５００円（材料費など）
●問い合わせ、申込み：久高 恵美子（3丁目14‑2）
FAX 0745‑79‑8712
e‑mail:emi‑tole.paint‑american.love@docomo.ne.jp
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２０１０年度第１号（通巻２０号）

予告

旭ヶ丘ＮＴ祭
を開催します

毎年大勢の入場者で賑わいます｢旭ヶ丘ＮＴ祭｣を今年も開催します。豪華
な景品が当たる参加型の催しもあり、夏休み最後のお楽しみです。

○開催日時：平成２２年８月２８日(土)

16:00〜20:00(小雨決行)

○開催場所：香芝北中学校グラウンド
○内容：納涼盆踊り、何でも発表会、屋台(焼そば・お好み焼き・たこ焼きetc)
今年も開催します

第２回

予告

旭ヶ丘文化祭

☆開催日時：平成２２年９月予定

趣味・自己啓発・生涯学習
等での作品発表を通じて、会
員皆様方の親睦と交流の輪を
広げていただくことを目的に、
今年も｢旭ヶ丘文化祭｣を開催
します。

☆開催場所：旭ヶ丘ニュータウン自治会館
☆展示品目：絵画、書芸、写真、手芸・工芸品等
(詳細は後日お知らせ等でご案内します)

ホームページもご覧ください
広報部会
旭ヶ丘ニュータウン自治会のホームページも随
時ご覧ください。ニュータウン内の身近な情報を、
タイムリーに発信していきます。
下記URLからお入りください。
今後とも自治会の情報発信インフラとして益々充
実していきますので、よろしくお願いいたします。
旭ヶ丘 自治会 検索
下のアドレスもしくは検索ワードからお入りください。
ｸﾘｯｸ
http://asahigaoka‑nt.jp/index.html/
【広報部長：松本 敏春】
【編集後記】今年度もやっと第１号の発行にこぎ
つけました。ホームページもたくさんの方に観て
いただいているようでホッとしているところです。
ジメジメした日々が続きますがお身体をご自愛い
ただき、今後とも自治会活動へのご支援をよろし
くお願いいたします
【松本記】

香芝･旭ヶ丘ニュータウン自治会員データ
２０１０年６月末現在の会員数(世帯)
１７３５世帯
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