令和2年度 ホームページ「かけはし」 最新情報 記事一覧
R2/5/22 ～ R3/3/23
掲載日付：2020/ 5/22(金)
【区民会館の利用自粛が制限付きで解除】
回覧でお知らせしましたように6月1日から区民会館でのサークル活動が制限付きで可能となりました
利用にあたっては、下記を守るようお願いします
・マスク着用 ・平熱であること ・消毒液での手洗い ・氏名を記入
・窓の開放、換気扇の使用等換気を確保 ・三つの密（密閉、密集、密接）を避けること
自治会員の方は、牛久市のガイドラインを参照願います
区民会館利用ガイドライン
掲載日付：2020/ 6/ 6(土)
【6月５日回覧内容を掲載します】
厚生省配布マスク寄付のお願いを回覧しました厚生省配布マスクが不要であれば、自治会の備品として
寄付をお願いします
掲載日付：2020/ 6/ 6(土)
【6月1日回覧内容を掲載します】
以下９件を各班ごとに回覧中です
１）道路新設工事の実施
２）班長会議議事録（5月）
３）行政区・自治会の会館使用上の注意点（牛久市） ４）公園里親活動ノート（２３６）
５）令和2年上期スポーツカレンダー（牛久市）
６）スポーツ少年団の紹介（牛久市）
７）あしたか第5号（牛久2小）
８）けやき5/11（牛久3中）
９）お役立ち情報No138（牛久市社会福祉協議会）
掲載日付：2020/ 6/13(土)
【会長挨拶】
第２つつじが丘自治会 令和２年度より会長に就任しました「山田 俊克」です。平成から令和に年号も
変わり、区民会館も新設されました。新年度早々から『新型コロナウイルス感染拡大防止』対策として
会館の使用自粛規制などにより自治会活動も制限されてきました。しかし、６月１日以降区民会館の
使用規制も緩和されてきましたので、『新しい生活様式』を意識した自治会活動を始動したいと思います。
ここで、あらためて第２つつじが丘自治会会長に就任したご挨拶をさせて頂きます。新型コロナウイルス
感染症が終息しない状況で、行政関連行事の自粛中止が多い中、地域の皆様と親睦を深められる
自治会独自の活動を行っていきたいと思います。また、本会は会員の共栄の為に、社会的、文化的
自治の町として、生活向上を図る為の会ですので、自治会に於ける問題点、要望等のご意見を
お聞かせいただければ幸いです。
掲載日付：2020/ 6/22(月)
【6月22日付け回覧内容を掲載します】
以下4件を回覧中です
1）公園清掃日程等の案内（環境施設部）
2) 7月14日食用廃油回収のお知らせ（環境施設部）
3) 公園里親活動ノート（２３７）（公園里親）
4) 7月1日～7日 七夕飾り（総務部、会館運営部）
掲載日付：2020/ 6/26(金)
【七夕飾りを開催します】
回覧でお知らせしましたように、七夕飾りを開催します
１．開催期間 7月1日（水）～7月7日（火）
２．開催時間 午前10時から午後4時まで
３．開催場所 第2つつじが丘区民会館又は会館前（屋外）
個人または家族の方は『5色の短冊』、飾り用折り紙を準備してありますので、飾りつけに参加してください
グループで1竿飾りつけの方は、事前に申し込みの上 6/28午後～6/30に飾りつけを済ませてください
7/4(土）、7/5(日）には輪投げゲームもあります。（景品あり）
（総務部）（会館運営部）
掲載日付：2020/ 7/ 1(水)
【7月1日回覧内容を掲載します】
以下16件を各班ごとに回覧中です
1) ６月期班長会議議事録
2) 自治会のホームページ 第2つつじが丘の『かけはし』 公開のお知らせ（総務部）
3) ゴミ出し時のお願い（環境施設部）
4) 公園里親活動ノート（２３８）
5) すまいる通信VOL.66 （牛久2小学区地区社協）
6) サロンデサンアート教室活動内容
7) 牛久市合同金婚式開催のお知らせ（牛久市）
8) 廃食用油回収のお知らせ（牛久市）
9) あしたか第7号（牛久二小）
10) けやき No.4（牛久三中）
11) 夏の交通事故防止県民運動について（牛久警察署他）
12) キャッシュカード詐欺に注意（茨城県警）
13) ボランティアオンライン講座のお知らせ（ボランティア・市民活動センタ）
14) 更生保護ボランティアのお知らせ（法務省）
15) 自衛官等採用案内（自衛隊龍ケ崎地域事務所）
16) お役立ち情報No139（牛久市社会福祉協議会）
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掲載日付：2020/ 7/ 4(土)
【牛久地区生涯スポーツ推進委員会決定内容掲載】
①8/29（土）第5回ボーリング大会中止
②10/11（日）第33回体育祭中止
掲載日付：2020/ 7/19(日)
【7月19日付け回覧内容を掲載します】
以下7件を回覧中です
1）青少年育成牛久市民会議会費応募のお礼（総務部)
2) 自治会費の集金結果報告（会計部）
3) 社会福祉協議会会費及び赤十字社活動資金集金結果（福祉・厚生部）
4) 生ごみの集積について（環境・施設部
5) ホットほっとサークル第146号
6) 『七夕飾り』報告（総務部、New Freeな会）
7) 公園里親活動ノート（２４９）（公園里親）
掲載日付：2020/ 7/27(月)
【会長挨拶】
今年の長引く梅雨空、新コロナウイルス感染拡大と非常にうっとうしい毎日が続いておりますが、
自治会の皆様におかれましてはご壮健にお過ごしのことと存じます。コロナ禍の為、敬老の日大会、
牛久地区市民体育祭、文化祭と市の行事が全て中止になり、非常に残念です。これに代わる
第２つつじが丘自治会独自の催しも考えております。
１． ９月２１日敬老の日に７５歳以上の方に区民会館を開放し、今までの行事の写真を見てもらう。
２． １１月３日文化の日前後に区民会館で展示物だけを展示して、皆様に見てもらう。
これは、あくまでも招待ではなく、個人の意思での来館となります。
詳細については、後日、お知らせします。
７月末時点で、２０名の非会員の皆様から第４消防分団の分担金をいただき、誠にありがとうございました。
また、２世帯の方々の自治会への再加入、御礼申し上げます。
掲載日付：2020/ 7/31(金)
【7月31日回覧内容を掲載します】
以下10件を各班ごとに回覧中です
1) ７月期班長会議議事録
2) つつじが丘合同文化祭の中止と自治会による作品展示会実施について（文化部）
3) 牛久市への要望書（二小体育館南側の土留め、旧区民会館の掲示板移動他)（会長）
4) 牛久市への要望者（道路路面標識の再塗装）（交通防災部）
5) 牛久市地域安全課への防犯灯設置要望書 （交通防災部）
6) イベントの中止（牛久・奥野・岡田各地区の体育祭・運動会、牛久市民文化祭）（牛久市生涯学習課）
7) 営業中止のお知らせ（ひたち野牛久小プール、牛久運動公園プール） （牛久市スポーツ推進課)
8) あしたか第８号（牛久二小）
9) けやき No.5（牛久三中)
10) お役立ち情報No140（牛久市社会福祉協議会）
掲載日付：2020/ 8/ 9(日)
【自治会からのお知らせ】
①８月１６日（日）の班長会議は「中止」と致します。
＊新型コロナウイルス感染者が近隣市町村でも日々確認されているため
②８月１６日(日）区民会館の清掃は予定通りお願いします。 ＊２地区４，５，６班
③８月１５日(土）の役員会は予定通り実施します。(15:00から）
掲載日付：2020/ 8/10(月)
【公園里親活動に関して】
①8月9日(日）第4公園の草刈り及び植込みの剪定作業を行いました。
＊7月後半から8月へかけて、暑いさなかの活動ありがとうございました。
②9月の活動予定は次の通りです。 １）9月6日(日）第3公園 ２）9月27日(日）第1街区公園、第2公園
＊公園里親の会への加入は何時でも可能です。皆さんの協力宜しく
掲載日付：2020/ 8/16(日)
【8月16日付け回覧内容を掲載します】
以下7件を回覧中です
1）8月班長会議中止（会長）
2) 牛久市へ提出した要望書について都市計画課と調査した結果（会長他）
3) つつじが丘合同文化祭の中止、 ならびに作品展示会実施と作品出展募集（文化部）
4) 敬老の日大会中止 および「敬老の祝」区民会館の開放（福祉・厚生部）
5) 9月13日の公園清掃、二小通学路の草刈・清掃について（環境・施設部）
6) ホットほっとサークル第147号
7) 公園里親活動ノート（２４０）、（２４１）（公園里親）

2／8

掲載日付：2020/ 8/17(月)
【牛久第二小学校区タウンミーティングについて】
既に活動報告欄で概要報告させて頂いていますが、会員の方々から幹線道路の進捗情報等について
知りたい等の意見もあり、再度状況をご連絡致します。＊市からのタウンミーティングにおける資料等を
区民会館にて開示していますのでご覧ください。＊幹線道路についての資料は
①一般国道6号牛久土浦バイパスの進捗状況について
②県道整備の進捗状況について １）県道土浦稲敷線バイパス ２）県道土浦竜ケ崎線バイパス
３）県道竜ケ崎阿見線バイパス
③市道23号線の進捗状況について
上記以外にも配布資料を開示しています。
掲載日付：2020/ 8/20(木)
【自治会員の皆様へ 注意喚起】
自治会の中で規則違反が散見され、苦情が寄せられています。皆で、ルールを守り、安全・安心な
地域を守りましょう！
①第４公園内において、たき火の跡が見られました。花火を楽しんだ後に、枯葉等で焚火を行った
ようです。公園内での焚火は禁止です。花火でも、父兄、ご両親の皆さんが見守る中で行って、
残り火を確認下さい。
②他行政区の、ゴミ集積所に当自治会からのゴミが不法投棄されていると、苦情が寄せられています。
当自治会内でも、他行政区のゴミ問題で回覧を回している状況を勘案し、お互いに嫌な思いをしない
ようにしましょう。自治会の皆さんで声を掛け合い地域を守りましょう。
掲載日付：2020/ 8/22(土)
【『かけはし』UPして、文化部の展示品募集しています。】
今年は、イベントが次々中止になっています。『新しい生活様式』を踏まえ、お互いが、コロナ禍の中で、
感染症予防を理解し、やれることをやらなければ社会生活どうなるのでしょうか。自治会の中でも
「一つの意見に」前向きにとらえる人、一歩引いて考える人「いろいろな人がいるからお互いを守れる
のでは」展示会を開いても、お互いの思いやりで、「出したい人」「見てもらいたい人」「３密を気にする人」
様々です。皆で見守りながら、自治会を盛り上げましょう。つくば市の一団体では、新型コロナウイルス禍
の中、閉塞感を打ち破るイベントとして「花火」を打ち上げるとか。何がよくて、何が悪いかは分かりま
せんが、お互いを思いやる気持ちがあれば、地域は良くなると思います。
掲載日付：2020/ 9/ 1(火)
【９月１日付け回覧内容を掲載します】
以下10件を各班ごとに回覧中です
1) 防犯のぼり旗 強風予想時の事前取り外し一時保管依頼他（交通防災）
2) 公園内でのたき火厳禁、花火は火の始末を（交通防災）
3) ボラセンNews NO１２０（ボランティア市民活動センター）
4) 文化牛久 第５８号 （牛久市文化協会）
5) スマイル通信 事務所休館について 臨時号（二小学区地区社協）
6) 牛久二小校庭除草（9/26予定）サポータの募集 （二小学区地区社協）
7) 交通安全だより 2020年秋号 （牛久警察署、交通安全協会他）
8) あしたか第１０号、第１１号（牛久二小）
9) けやき No.７（牛久三中)
10) お役立ち情報No.１４１（牛久市社会福祉協議会）
掲載日付：2020/ 9/ 1(火)
【区民会館を「いばらきアマビエちゃん」に登録しました。】
牛久市市民活動課を通して『新型コロナウイルス感染症』拡大防止のため、 『第２つつじが丘区民
会館を施設登録』し『感染予防対策宣誓書』を掲示しました。区民会館に来館の際に登録をお願いします。
＊スマホ携帯、ガラケイ携帯で二次元コードを読み取り登録します。バーコード読み込みできない場合は、
メール登録でもできます。詳細は、掲示されている『宣誓書』を確認下さい。
＊目的は、区民会館を利用された人の中に、万が一「感染された人」が居られた際に、施設登録者に
通知が届くものです。
＊国が開発した接触アプリ「COCOA」は近接通信機能（ブルートゥース）利用して濃厚接触者を特定して
通知する仕組みです。
掲載日付：2020/ 9/ 7(月)
【行政区内公園点検結果に対する対応開始される】
牛久市都市計画課に行政区内の公園に対する要望をお願いしていましたが、９月初旬からできるところ
から行って頂いています。
①第２公園：公園内から道路側の視野を確保するためにカイズカイブキ１本伐採
②第３公園：南側の枯れ木１本の伐採
③第４公園：公園入口に飛び出し注意表示、公園内つつじの植木剪定、消火栓表示に桜の枝木の
覆いかぶり部剪定等
＊できることから対応して頂いています。大きな立木の剪定、遊具等の
整備については今後対応して頂ける予定です。
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掲載日付：2020/ 9/10(木)
【わかば会シニアクラブ９月定例会報告】
コロナ禍の中で７月から「新しい生活様式」に基づき活動を再開した、「わかば会９月定例会」の状況を
報告させて頂きます。
①12:30から「かっぱつ体操」他を行いました。
②13:00から「定例会」（連絡事項等の報告等）
③定例会後に9月の活動「工芸教室」エコバック作りを行いました。
＊Ｔシャツを利用した簡単エコバックを作りました。 ・女性陣に負けずに男性も頑張りました。
＊次回、定例会は10月8日（木）12:30から予定しています。
掲載日付：2020/ 9/20(日)
【「敬老の日祝」記念品の配布を行いました】
自治会会長の挨拶文と共に、牛久市及び自治会からの記念品を添えて７５歳以上の方へお届けしました。
今年の対象者、３１４名で自治会員の対象者は３００名でした。＊記念品の仕分けを頂いた、専門部役員
及び福祉・厚生部、班長有志のご協力ありがとうございました。【敬老の日】の祝辞令和二年の敬老の日
を迎えられ、皆様のご長寿を心よりお祝いし、末永い健康を願う次第です。また、第２つつじが丘自治会の
発展のために永年にわたり多大なるご尽力とご協力に対して心より感謝の意を表します。 より良い皆様
方の充実した生活をお送していただきますよう今後とも善処していく次第でございますので、皆様方の
ご指摘・ご指導・ご鞭撻を賜りたいと存じます。今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、区民
会館での敬老の日大会を中止にいたしましたが、来年は元気でお会いできます事をお祈りいたします。
最後に、いつまでも健康に留意され、ご壮健でさらにより良い人生を歩まれますことをご祈念申し上げ、
お祝いのご挨拶とさせていただきます。 令和二年九月吉日
第２つつじが丘自治会長 山 田 俊 克
掲載日付：2020/ 9/21(月)
【9月20日付け回覧内容を掲載します】
以下5件を回覧中です
1）作品展示会実施と作品募集（文化部）
2) 食用廃油回収のお知らせ（環境・施設部）
3) ごみの集積について（環境・施設部）
4) ホットほっとサークル第148号
5) 公園里親活動ノート（２４２）（公園里親）
掲載日付：2020/ 9/27(日)
【公園里親活動報告紹介（訂１）】
第2つつじが丘公園里親の活動状況を紹介させて頂きます。
９月６日（日）は第３公園、９月２７日（日）はつつじが丘第１街区公園と月２回の予定で活動されています。
時には、飛び入りで、牛久二小校庭の草刈り作業９月２６日（土）と二日連続になりました。
＊牛久二小の６年生の記念運動会予定に対する協力の一環作業何時も公園を奇麗に草刈り、剪定、
清掃をして頂き感謝いたします。写真を変更いたしました。（第1街区公園清掃中、清掃後の集合写真）
掲載日付：2020/10/ 1(木)
【10月1日付け 回覧内容を掲載します】
以下9件を各班ごとに回覧中です
1) ９月期班長会議議事録
2) 令和2年度 歳末たすけあい運動見舞金のご案内（牛久市社会福祉協議会）
3) 日赤茨城 ２０２０年８月特別号ー事業報告ー（日赤 茨城県支部）
4) スポーツカレンダー ２０２０年度下期（牛久市教育委員会）
5) 地域かわら版 お役立ち情報 No.142 （牛久市社会福祉協議会）
6) 公園里親活動ノート（243） （第2つつじ公園里親） 7) あしたか第１３号（牛久二小）
8) けやき No.8（牛久三中)
9) 自衛官候補生募集（自衛隊龍ケ崎地域事務所）
掲載日付：2020/10/ 3(土)
【牛久第二小学校運動会が行われました】
秋晴れの下二小の運動会が行われました。詳細は、ＭＥＮＵ：二小学区情報参照下さい。
掲載日付：2020/10/ 4(日)
【つつじが丘第１街区公園整備に関する説明会】
過日、公園整備点検を行い、第１街区公園の東側斜面の木立を剪定するに当たり公園内の立木一部
伐採する必要があることから、１地区第１街区公園近隣住民の皆さんに説明会を実施する旨、回覧致し
ました。１０月４日（日）１０：００より説明会を開催いたしました。少数の方の参加者でしたが、自治会会長
及び役員が参加して行いました。これを基に、都市計画課と打合せの上、調整していきたいと思います。
掲載日付：2020/10/18(日)
【10月18日付け回覧内容を掲載します】
以下6件を各班ごとに回覧中です
1) 令和2年度 第2つつじが丘 作品展示会のご案内（文化部)
2) 同上 作品展示会の作品展示品一覧（文化部）
3) 11月15日 令和2年度自治会独自の公園等清掃実施の案内（環境施設部）
4) 公園里親活動ノート（２４４） （第2つつじ公園里親）

4／8

5) ホットほっとサークル第１４９号
6) 茨城県身体障害者福祉事業（茨城県身体障害者福祉団体連合会)
掲載日付：2020/10/19(月)
【自治会地域「みまもりたい」の状況報告会を行いました】
10月17日（土）コロナ禍の中で、地域の「みまもりたい「」の意見交換ができていない状況にあり、季節も
変わり、今年最後の打合せ、意見交換を行いました。
掲載日付：2020/10/20(火)
【第2つつじが丘 展示会のご案内】
第2つつじが丘自治会の展示会を行います。散歩途中での「チョット休憩」で寄り道して行って下さい。
コロナ禍の中ですので『来館時は”マスク着用”」をお願いします。館内では、担当者のご指示にご協力
願います。秋も深まり肌寒い時期でありますが、外を散策するといろんなものが見られます。
掲載日付：2020/10/30(金)
【10月30日付け 回覧内容を掲載します】
単独回覧および通常回覧に分け各班ごとに回覧中です
（単独回覧） １１月２８日開催スポーツイベントのお知らせ
（参加申し込み記入欄あり）
（通常回覧） 以下9件
1) １０月期班長会議議事録 (総務部)
2) １２月１３日「年忘れお楽しみ会」開催のご案内 (福祉・厚生部)
3) 地域かわら版 お役立ち情報 No.143 （牛久市社会福祉協議会）
4) 公園里親活動ノート（245） （第2つつじ公園里親） 5) あしたか第１４号（牛久二小）
6) けやき No.9（牛久三中)
7) 知っていますか？成年後見制度 (牛久市社会福祉協議会）
8) 地域ヘルパー養成研修参加者募集 (牛久市ボランティア・市民活動センター)
9) 11月5日ー15日うしく菊花展＜牛久シャトーにて＞ (牛久菊花会）

(体育部）

掲載日付：2020/10/31(土)
【自治会 作品展示会が開催されます】
11/1(日）～11/3(火）まで区民会館で作品展示会が開始されます。区民会館に皆さん足を運んで下さい。
＊来館の折は、マスクの使用をお願いします。 又、受付に於いては、係員のご指示をお守り願います。
＊コロナ禍での作品展ですので、体調の悪い方は、ご遠慮願います。
掲載日付：2020/11/ 4(水)
【展示会報告】
コロナ禍の影響で、間従来の「つつじが丘合同文化祭」が中止なりましたので、11月1日（日）～
11月3日(火）の3日、第2つつじが丘区民会館で『作品展示会』を開催しました。多数の方の来館ありが
とうございました。「新型コロナウイルス感染症予防策」を取りながら「新しい生活様式」に基づき、
専門部・班長及び役員の方々のご協力で無事終了いたしました。自治会員及び近隣の方々
「延べ217名様」来館を頂きました。個々の作品は『活動報告』に掲示しています。
掲載日付：2020/11/15(日)
【11月15日付け回覧内容を掲載します】
以下6件を回覧中です
1）自治会費（下期）の集金結果報告（会計部）
2) 歳末たすけあい募金及び赤い羽根共同募金集金結果（福祉・厚生部）
3) 「年忘れお楽しみ会」（12月13日）開催のご案内（福祉・厚生部）
4) 自治会独自の公園等清掃実施（12月13日）の案内（環境・施設部）
5) 食用廃油回収（12月15日）のお知らせ（環境・施設部）
6) 公園里親活動ノート（２４６）（公園里親）
掲載日付：2020/11/16(月)
【会報「かけはし」11月号を載せました】
会報「かけはし」を載せましたので、「かけはし」ＭＥＮＵで開いてください。
掲載日付：2020/11/27(金)
【公園立木整備状況報告】
11月25，26日に第二公園及び第三公園の立木伐採作業を実施して頂きました。本内容は、過日、
公園点検整備について、牛久市都市計画課に公園内の立木の伐採、剪定をお願いしていたものです
掲載日付：2020/11/27(金)
【体育部イベント中止のお知らせ】
11月28日(土）に「スポーツイベントｉｎ二小」を計画していましたが、牛久市及び周辺市に於いて、「新型
コロナウイルス感染者」が日々見受けられることから「開催を中止」する事と致しました。
参加希望されておられた方々には、今般の事情を勘案しご了承願います。（自治会：体育部）
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掲載日付：2020/12/ 1(火)
【12月1日回覧内容を掲載します】
以下7件を各班ごとに回覧中です
1) １１月期班長会議議事録
2) 地域かわら版 お役立ち情報 No.144 （牛久市社会福祉協議会）
3) 牛久市事業者支援金ー申請期限令和3年1月15日ー（牛久市環境経済部商工観光課)
4) 交通安全だより（牛久警察署・牛久地区交通安全協会）
5) 公園里親活動ノート（２４７） （第2つつじ公園里親)
6) あしたか第１６号（牛久二小）
7) けやき No.10（牛久三中)
掲載日付：2020/12/ 6(日)
【12月4日、5日 至急回覧中です】
以下2件を至急回覧中です
1) 新型コロナウイルス感染者増加による区民会館の使用禁止・閉館について
（牛久市要請 12月4日～13日）
2) 年忘れお楽しみ会（12月13日）の中止について
掲載日付：2020/12/13(日)
【自治会清掃ご協力お礼（環境施設部）】
コロナ禍の中、体調管理の上、清掃活動にご協力頂き有難うございました。この時期のヒンヤリとした
（寒くは無かったと思います）中大勢の方が参加頂き第1街区公園内、第2～4公園、二小坂道及び
各班内側溝（ドブ）清掃で団地内もきれいになりました。久々に、ご近所さんと顔を合わせ元気な様子も
うかがえたことと思います。今年一年ありがとうございました。来年もご協力お願いします。（環境施設部長）
掲載日付：2020/12/20(日)
【12月20日付け回覧内容を掲載します】
以下3件を回覧中です
1）自治会の豆まき告知ご案内 １/３１ 節分「コロナ祓い」（総務、福祉厚生部）
2) 区民会館のサークル活動再開連絡 １２/２１より活動開始
（自治会会長）
3) 公園里親活動ノート（２４８）（公園里親）
掲載日付：2020/12/25(金)
【12月25日付回覧内容を掲載します】
以下7件を各班ごとに回覧中です
1) 桃の節句祭り開催に伴う、桃の節句人形貸出のお願い （総務部）
2) 節分「コロナ祓い」豆まき会（1月31日）での年男・年女の豆まき参加希望申込み（総務部、福祉厚生部）
3) 牛久沼周辺の大規模野焼きに伴うお知らせ
日時 １月２４日午前１０時から午後３時、予備日２月７日、１４日
（牛久市農業政策課）
4) あしたか第１９号（牛久二小）
5) けやき No.12（牛久三中)
6) 地域かわら版お役立ち情報 No.145 親族後見人向け後見活動勉強会他（牛久市社会福祉協議会）
7) 第2つつじが丘自治会の一年
（総務部）
掲載日付：2020/12/26(土)
【地区長・班長各位ご苦労様でした】
各地区長及び各班長12月25日の配布物で今年の作業は終了です。コロナ禍の中で今年一年、配布物、
集金等ご協力ありがとうございました。（総務部）
掲載日付：2020/12/27(日)
【今年一年お疲れ様でした】
自治会活動の最後として、役員及び班長の有志で会館の清掃を行いました。普段清掃できない、ホール
内収納庫の奥まで含め、網戸、蛍光灯のカバー、靴箱、トイレ等拭き清めました。玄関には、コロナ禍の
一年を振り払い、新年には「福の神様」が来館できるように「松飾り」を設置しました。
今年一年、自治会の皆様方には、ご理解、ご協力を賜りありがとうございました。「去年今年」を前に
「新型コロナウイルス」の変異種が入ってきています。「新しい生活様式」を取り入れ、明るい年を迎え
られるよう祈念します。【会館休止期間：12/30からR3 1/3】（自治会長・総務部・会館運営部）
掲載日付：2020/12/31(木)
【お知らせ】
敬頌新禧第2つつじが丘自治会 会長及び役員一同からの年頭ご挨拶を「ＭＥＮＵ」かけはし欄の
「自治会報 かけはし No008号」に記載させて頂いています。アクセスの上一読願えれば幸いです。
ご家族で、静かなお正月を楽しんでください。
掲載日付：2021/ 1/ 8(金)
【二小学区地区社協事務所関連について】
今日から県内全域で、不要不急の外出自粛要請がだされたことで、牛久市は、公共施設の利用停止
を発信されました（1月8日から1月27日迄）また、道路工事に関る二小学区地区社協事務所の
家曳工事が着手されました。関連内容を「二小学区情報「」に記載しました。
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掲載日付：2021/ 1/ 9(土)
【1月9日付け回覧内容を掲載します】
以下3件を回覧中です
1)「区民会館でのサークル活動休止」連絡（１／９～１／２７）（自治会会長）
2) 稲荷川堤防周辺の害虫駆除作業について
1月31日午前11時から午後3時まで（予備日2月7日）
（新地区／城中区区長、耕作者代表）
3) 公園里親活動ノート（２４９）（公園里親）
掲載日付：2021/ 1/13(水)
【宝陽台自治会と意見交換会を実施しました。】
1月12日(火）つくば市茎崎地区「宝陽台自治会」から意見交換会の申し入れがあり、実施してきました。
「宝陽台自治会」とは「災害時の水の供給相互協力協定」を結んでおり、昨年度に続いて2度目の意見
交換会でした。コロナ禍の中で、懇親会は出来ませんでしたが、「会長、副会長2名、交通防災部長」が
参加してまいりました。
掲載日付：2021/ 1/17(日)
【1月17日付け至急回覧および回覧の各内容を掲載します】
下記1件を至急回覧中です
1) 「豆まき会」開催中止および 節分用落花生申込みについて（申込は丑年生まれのみ） （福祉厚生部）
下記3件を回覧中です
1) 「区民会館のサークル活動中止期間延長」（～2/14） （自治会会長）
2) 食用廃油回収（2月16日）のお知らせ（環境・施設部）
3) 宝陽台自治会との意見交換会での内容紹介
（会長、総務部）
掲載日付：2021/ 2/ 1(月)
【2月1日付け回覧内容を掲載します】
以下10件を各班ごとに回覧中です
1) １月期班長会議議事録
2) 桃の節句(雛人形の陳列）開催案内 2月25日～3月3日 午前10時～午後4時 ホール等
特別鑑賞日 2月28日
(総務部)
3) 交通防災部報告 a) 消防団第四分団への分担金支払い 及び 第四分団活動報告
b) 第一街区公園及び区民会館設置の井戸水の水質検査結果報告
4) 道路新設工事(二小学区地区社協横）について 期間R3/2月8日～R3/10月下旬(牛久市道路整備課
5) 茨城県身体障がい者福祉事業ー物品販売ー
(茨城県身体障害者福祉団体連合会）
6) 地域かわら版 情報No.146 初めてのボランティア講座 配信：2/24～3/3 （牛久市社会福祉協議会）
7) 県民交通災害共済 加入受付開始 （牛久市役所 地域安全課）
8) 日赤茨城 vol.192 withコロナ 赤十字は活動を止めない
(日赤茨城県支部）
9) あしたか第２０号（牛久二小）
10) けやき No.12（牛久三中)
掲載日付：2021/ 2/ 7(日)
【2月6日付け回覧内容を掲載します】
下記2件を回覧中です
1) 自治会専門部員の募集 （自治会会長）
2) 「桃の節句祭り」開催中止のお知らせ (総務部)
掲載日付：2021/ 2/21(日) 【2月21日付け回覧内容を掲載します】
以下2件を各班ごとに回覧中です
1) 牛久市クリーン作戦（3月7日）中止の案内 自治会独自の公園等清掃も行いません
2) 公園里親活動ノート（２５０） （公園里親）

（環境施設部）

掲載日付：2021/ 2/24(水) 【2月23日付け回覧内容を掲載します】
下記1件各班ごとに回覧中です
1) 「区民会館のサークル活動再開」連絡 令和3年2月24日から
条件: ・マスク着用・平熱・手洗い・氏名記入・換気確保・三密を避ける 他 感染拡大防止のこと
掲載日付：2021/ 3/ 1(月) 【3月1日付け回覧内容を掲載します】
以下5件を各班ごとに回覧中です
1) ２月期班長会議議事録
2) 令和3年度の区民会館の清掃、班長会議の会場設営及び会館運営部鍵当番について （会館運営部）
3) 地域かわら版 お役立ち情報 No.147 令和3年度ボランティア活動保険の加入受付開始
令和3年度の福祉タクシー利用券交付開始（3／22～）（牛久市社会福祉協議会）
4) あしたか第２２号（牛久二小）
5) けやき No.13（牛久三中)
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掲載日付：2021/ 3/23(火) 【3月20日付け回覧内容を掲載します】
以下4件を各班ごとに回覧中です
1) 「五月人形鎧 鎧兜・鎧甲冑」飾りについて（総務部） 2) 「パソコンの手習いの会」開催案内 （総務部）
3) 公園里親活動ノート（２５１）（２５２） （公園里親）
4) すまいる通信 Vol.65
牛久二小 下校見守りサポータ募集 （牛久二小学区地区社協）
＊二小学区地区社協は曳家も終わりゴールデンウイーク明けにオープン予定
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