
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～今年度は新型コロナウィルス感染拡大で異例対応～ 

～サークル活動から～ 

～浅間台クラブ～                        ＜部長 清瀬＞ 

こんにちは 浅間台クラブです。私たちは９人制のママさんバレーボールのクラブで地域活動の一環

として発足し、今年で４7 年になります。活動内容とし

ては上尾市の大会への参加、近隣のチームとの練習試合、

大石地区の大会などに参加しています。今年度はコロナ

ウィルス感染拡大で練習ができず、仲間と会えない時期

がありましたので、再開できた時は皆で喜びました。今

は試合もすべて中止となっていますが、感染拡大予防対

策をしながら、皆でモチベーションを上げて練習してい

ます。仲間とボールを繋ぐバレーボールは楽しいですよ。

こんな時だからこそ、私たちは仲間を募集しています！

毎週日曜日、大石小学校体育館で練習をしていますので、

是非遊びに来てください♪ 

＜連絡先＞ 部長 清瀬 秀子 ７７４－６０２２ 

 

～浅間台パワーズで野球をやろう！！ ～       ＜スポーツ少年団団長 谷川＞ 

浅間台パワーズは浅間台地区の皆様のあたたかいご支援とご協力を頂き活動しています。小学校 1 

年生から 6 年生までの男女あわせて 31 人で楽し

く元気に練習しています！野球をするなかで、仲間

との絆や強調性、礼儀や挨拶の大切さを学ぶことが

でき、心身共に大きく成長することができると思い

ます。子供達の懸命に頑張る姿や喜ぶ顔、悔しがる

姿からとても大きな感動をもらいました！(涙) 

野球をするのが初めての子がほとんどですが、監督

やコーチ達が一から丁寧に教えてくれます。体験見

学はいつでも大歓迎です！お待ちしています。 

<連絡先 谷川 090-8022-3823> 

◯練習場所・低学年(4 年生以下)土曜日午後 氷川山グラウンド、日曜日午前 大石小校庭  

 ・高学年(5.6 年生)土日：大石小校庭 浅間台大公園 
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次号の発行予定は３月上旬です 

令和３年度「元旦祭」は予定どおり開催しますが、地元浅間台
氷川神社におきましては「神社における新型コロナウイルス対
応ガイドライン」に沿った対応で地域の皆様をお迎えしたいと
思います。詳細は祭典部の情報を閲覧ください！ 



～関連団体から～ 

～浅間台婦人会～                        ＜婦人会 書記 中村＞ 

浅間台婦人会です。婦人会は、私達の住む地域文化の発展に寄与する活動をしています。 

今年は新型コロナ感染拡大の為、運動会・夏祭り・敬老会・元旦際のお手伝い協力等、そのほとんどが

中止となりました。今は会館の清掃を頑張っています。少しでも、コロナ感染の終息を願い、皆さんと

の交流ができればと思っております。 

  

～愛育班の活動を知っていますか～                  ＜愛育班＞     

愛育班は子育てをしているお父さん、お母さんを支える活動をしています。「親子のつ

どい」では乳幼児を子育てしているお父さんやお母さんのためにコミュニケーションの場

を提供しています。お子さんを遊ばせながら育児の話をしたりして、日頃のストレスを解

消していただけたらよいと思っています。保育士さんによる手遊びなどもあります。お子

さんの身長や体重を測ったり、手型や足型をとったりもします。成長の記念になると好評

です。保健師さんによる育児相談コーナーもあるので、日頃気になっていることを相談することもできます。

浅間台会館や大石公民館で開催しますので、回覧をチェックしていてください。上尾市主催のものは西保健

センターでも行っています。今年は新型コロナウィルスのせいで今まで実施できませんでしたが、状況がお

ちついたら感染に注意しながら再開しますので、是非遊びに来てください。 

～専門部から～ 

～リサイクル活動から～                 ＜環境美化部 部長 樅山英男＞ 

日頃より資源ゴミのリサイクル活動に対し、ご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

以下の 2点で更なるご協力をお願い致します。 

１． スプレー缶、ボンベ缶は市で回収：毎度のお願いですが、７月９月合併号で記したように、資

源ゴミの出し方が一部守られていません。特にスプレー缶、ボンベ缶は市で回収処理をすることに

なっていますが、自治会のリサイクル作業時に混入が見られ、回収作業の妨げとなっています。皆

様のマナーとルール順守に期待します。 

２． 収益アップのために： 資源ゴミは取扱業者に売却し、その収益金は自治会の貴重な財源です。

しかし、新型コロナによる景気悪化で、すべての資源の売却単価が値下がりし、厳しい状況下にあ

ります。一策として缶類や紙類は回収量を増やすことも考えられ、当自治会のリサイクル活動を優

先し、収益増にご協力ください。 

 

 ～ハロウィン～                          ＜子ども会育会 会長 尾形一法＞ 

今年の子ども会は、コロナ禍で行事を見合わせざるを得ない状況下にあります。そこで何とか子どもた

ちに思い出を残しておきたいということから、今年のハロウインは三密回避を念頭に、戸外でのイベン

トとして実施しました。10月 18日(日)。会館駐車場に 13 時半に集合、参加者は 115名。二丁目からは、

前区長代理さん、上尾中央病院の方々参加してく

れました。行進は 14 時スタート。ベルク・ヤオ

ヒロを周り、貝殻公園でレクレーション。貝殻公

園では、ハロウインの飾りがレクをいっそう盛り

立ててくれました。飾り付けご支援の方々に感謝

申し上げます。レクで楽しんだ後は会館まで最後

の行進。到着は 15 時前。会館駐車場で用意した

お菓子が参加者全員に配られ、今年のハロウイン

は、無事終わりました。最後に、行進の安全確認



を行なっていただいた、防犯交通部の皆様、お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。 

 

 ～浅間台ウォーキングスタンプラリー～             ＜体育部 部長 斎田 吉裕＞ 

今年は新型コロナウィルスの影響で運動会を含めた多くの自治会行事が中止となってしまい、何もイ

ベントごとが無いのは寂しいとの声を受けて体育部で「浅間台ウォーキングスタンプラリー」を企画し、

11月 1日（日）に実施しました。浅間台の各公園

（第二公園、第三公園、第四公園、大公園）を歩

いて回り、スタンプを集めるというものです。近

くの公園、または好きな公園から始めていただい

て、各公園のスタンプを集めた後に大公園でゴー

ルとなります。イベントを盛り上げるために各公

園ではミニゲームも企画しました。第二公園はピ

ンポン玉すくい、第三公園がホールインワン、第

四公園はサイコロ転がしで、大公園ではかけっこ

とフライングシューズです。当日は天気も良く、

300 人ほどの方に参加していただき、大きな混乱

もなく、無事にイベントを終えることが出来まし

た。会長、副会長、子供会をはじめ、ご協力いただきました皆様ありがとうございました。 

 

～令和３年度「元旦祭」に向けてのお願い～         ＜祭典部 部長 青木 守＞ 

新型コロナウイルスの影響から景気も不安定な状態が続いてお

り、来年は神社・仏閣へのより深いお参りをお考えの方もいらっし

ゃるかと思います。地元浅間台氷川神社におきましては「神社にお

ける新型コロナウイルス対応ガイドライン」に沿った対応で地域の

皆様をお迎えしたいと思います。令和 3年の年明けを地域の皆様と

共に祝うため、次の事項について何卒ご協力をお願いいたします。 

◆1.ご参詣の際はマスクを着用し、大声での会話などを控えてくだ

さい。◆2.熱や咳など感染が疑われる症状がある場合のご参詣はお

控えください。◆3.手水舎の柄杓、拝殿前の鈴緒など不特定多数の

方が触れる物は撤去いたします。◆4.混雑緩和と間隔維持のため、

整列や入場など誘導しますので、係の指示に従ってください。◆5.

例年の甘酒やミカン等の配布は中止いたします。◆6.御札・御守等

の領布品は係からお渡しします。お買い上げ前にお手に取れません。 

～自治会からのお知らせ～ 

＊＊コロナ禍の自治会活動について＊＊        ＜浅間台自治会 会長 池野 耕司＞  
２０２０年度は約 0.1μｍ（マイクロミリ）の小さな新型コロナウイルスが猛威を振るい世界を一変

させました。４月に緊急事態宣言が発せられて以来、社会、経済、教育、医療、行政、身近な自治会活

動等に大きな影響を与えています。 

自治会活動は一定の地域に住む人々が助け合って仲良く暮らし、住みやすい街を作っていくための団

体です。日頃から温かい人間関係を育むことが大切であります。浅間台においても地域住民に対して継

続的・伝統的に各種事業を実施しており内容は下記の通りです。 

① 親睦活動（運動会、夏祭り、盆踊り、敬老会、元旦祭等） 

② 防犯・防災活動（防犯パトロール、子ども達の登下校の見守り、防災訓練・防災資機材の点検

活動等） 



③ 環境美化活動（地域リサイクル、清掃活動、公園美化運動等） 

④ 福祉活動（高齢者の見守り、支えあい、募金活動等） 

⑤ 情報提供活動（自治会だより、回覧、ポスターの掲示、ホームページ等） 

⑥ 運動・スポーツ・文化等への活動支援 

これらは自治会の大切な役割です。しかし今年は３密等自粛要請により各種イベントが実施出来ませ

んでした。これからも３密を避けるなど、「新しい生活様式」に配慮した自治会活動は避けられないと

考えております。「自治会員が主人公」「自治会員が住んで良かった」と実感出来る地域の実現に向けて

私達役員一同、力を併せて取り組んでまいります。 

「ウィズコロナ」の状況下、自治会の一層の発展と充実を図るため皆様の建設的なご意見・ご要望、

各種事業への継続的なご協力を宜しくお願い申し上げます。      

 

～会館改修事業その２～              ＜会館改修部 会長 舘内 正敏＞ 

働くこととは支えることです。浅間台会館は皆様の働きで支えられてきました。地域を発展させる集

会所として多くの祭りイベントのために 50 年間

も使用されてきたのです。今回 50 年経った会館

を改修するにあたり、会館を使用するイベントや

祭り、支えあいの場、環境の美化活動、まさかの

時の防災対応を念頭に改修計画を策定しており

ます。◆今年 8月から実際の改修活動を実施して

います。7 月に宝くじ協会の支援により会議テー

ブルと椅子が提供されたため、その収納場所が問

題になり、古い椅子とテーブルの収納庫を屋外に

設置するとともに、舞台廻りを改修して椅子とテ

ーブルの収納場所を確保しました。また玄関ホー

ルに休憩場所を設置する準備として会館東側入口を有効活用するために、前面に風除室を作りました

(風除室はさらなる改装のための材料を置くためのスペースとして当面使用するので現時点では開放を

していません)。これらの工事は解体等を伴うので専門の大工さんにお願いしましたが、大会議室南側

の入り口設置のためのデッキ工事は皆様のご協力による DIY で実施する予定です。また同様に大和室

と小和室のシアター化工事(建具廻りに合板を貼るだけの工事)も皆様のご協力により実施したいと考

えております。実施時期は 1月末から 2 月初めを予定しています。◆現在大型スクリーンとプロジェク

ターは宝くじ協会の支援事業により確保されて

いますが、室内を暗くしないとプロジェクターが

使えないのでシアター化計画を考えました。◆さ

らに自助共助の力により、より使いやすい会館に

するアイデアや提供可能な機材の受付も行いた

いと思います。参加により自治会活動を活性化し

ましょう。◆追記 大会議室の卓球台が 3台にな

りました。毎週火曜日午後にだんらんの会により

ピンポンの会が開催されています。 

 

 ～会館利用の皆様へ コロナ対策をお願いします～    ＜四役・会館管理部長＞ 

会館は、管理人が常駐していません。ドアノブなど手の触れる部位の消毒はしていません。スリッパ

は一年毎に交換。コロナ対策として、体温計、手洗い用アルコール消毒液は入口に常備しました。この

ような会館運用の中で、コロナ対策をまとめましたので、ご協力お願いします。報道されているコロナ

対策(三密回避・換気・手洗励行・マスク着用など)に加え、以下のルールを策定しました。ルール策定

倉庫を会議テーブル置場に改装工事中 

会議用テーブルや椅子の収納場所が出来たの

で、卓球台 3台の使用が可能になりました。 



は、今後のコロナ禍の状況に応じて見直すこともあり得ること、お含みおき下さい。 

1.会館利用者は、ご自身の体調管理に一層の注意を払うこと。体調不良の場合、勇気ある不参加を。 

2. 入館前の体温測定の励行。体温 37℃以上の方は、入館できません。 

体温計は会館に常備していますが、自宅の使い慣れた体温計での測定をお勧めします。 

3. 体液が付着したゴミ(マスクを含む)は、持ち帰ること。 

4.利用団体の責任者は、出席者名簿(名前・電話番号)を必ず作成・保管し、団体からのコロナ発症

に備えておくこと。 

5. その他、利用団体に応じたコロナ対策を講じること。 

 

～「ゴミ収集所（ステーション）マナー向上作戦」のご案内～  

浅間台地域ではゴミ収集所のカラスによる生ごみの散乱やルールどおりでないゴミの出し方が多く

発生しています。本年度は浅間台地域・自治会全体として、ゴミステーションの美化を図るため今年度

リサイクル向上とゴミ出しマナー向上作戦を展開しております。各地域の対策状況などご報告します。 

 

＊＊１丁目ゴミ集積所の問題＊＊   

      ＜１丁目 副会長 舘内 正敏＞ 

1 丁目はアパートのオーナーさんの協力で素敵なゴミ置き場

を 2 か所追加設置しました。設置されたごみ置き場は 11 月 10

日から運用されています。これにより過度に集中していたゴミ置

き場が分散されました。 

 

＊＊2 丁目ゴミ集積所の問題＊＊            ＜2 丁目 副会長 松元 剛隆＞ 

2 丁目には、一つの集積所を多数の世帯が使用するところが二か所ある。50 世帯の自治会員と近隣の

アパートに住居しておられる約 10 世帯で 60 世帯以上が利用しており、可燃物、生ゴミを出す日は、ゴ

ミが山積し、カゴの中・ネットの下の生ゴミ、その他の可燃物をカラス等がつつかないように整理する

だけでも、大変な労力を必要としているのが現状である。 集積所を二分割する方針で、長年対応して

いただいた先輩役員の方々や、現在も自治会の対応では未解決の状況であり、引き続き浅間台全体の問

題として、取り組んでいるところである。 

 

＊＊再開発に伴うゴミ集積場の問題＊＊        ＜3 丁目 B 副会長 西小野 武行＞ 

新型コロナウィルスで騒がしい中で、高齢化に伴う転出者が増え、その跡地の再開発に伴うゴミ集積

場の利用で気をもんでいるところです。今、3B 地区では 22 ヶ所のゴミ集積場があリ、うち８か所が路

上を利用しています。カラス被害を防ぎ、衛生環境を保つベく、利用者による当番制度やボランティア

による助力で管理が図られています。ここに転出跡地の再開発による戸数増加という発生ゴミの増につ

ながる要素が加わり、直面した集積場はより配慮が肝要となります。これは、少戸数で集積場を多数設

けられては、収集作業の効率が損なわれるとの理由から、できるだけ既存の集積場利用を促す市の方針

に対し、正面からぶつかります。昔日の畑や空地に恵まれた頃に、寛大な心持で既存の路上集積場の利

用を許してきた積重ねが、今日に至っているともいえますが、小規模の再開発は今後は多く発生すると

思われ、如何にバランスを保ち、衛生的な管理のゴミ集積場を維持するか、悩ましい問題となっていま

す。 

 

＊＊モラル向上問題について４Ａの取り組み＊＊   ＜４丁目Ａ 副会長 久保 正男＞ 

十字の道路上の角地にあるＡ集積所の取組例です。①集積所を分割しゴミの量を減らす。②網を目の細か

い白いのと二重にする。⇒網の補修・補充する。➡利用人数に合わせて網の二重部分を減らす。③2 メート

ルポールを 2 本網の下に取り付ける。➡洗濯干し用のポール 1 本にする。④ほうき・ちり取り・ゴミばさみ



の 3 点を常備する。⑤リサイクルの日に集積所当番を依頼（試し 1 日）➡（1 週間に変更）当番を班の回覧

で伝え、集積所の左右 2 か所にも貼付する。⑥利用実態がはっきりしない家は、集積所先を聞き、利用の仕

方のお願いを手渡す。➡どうしても会えなかった家にはポステｲング。⑦ゴミをできるだけ重ね道路に広がら

ないよう回覧等でお願いする。⑧生ごみ以外を置く場所を分け、生ゴミを減らす。 

 

＊＊ゴミ置き場の増設とモラル向上＊＊ ＜４Ｂ副会長 太田 節一＞ 

 令和２年７月～８月にかけて実施したゴミ置き場の形態別個数調査で、あるゴミ置き場の問題点が

浮き彫りにされた。それは通常は１０～２０世帯分で一ヶ所の処 実に６０世帯以上のゴミが集積され

ていた。これを機にゴミ置き場を二つ増設し併せて世帯ごとにどこのゴミ置き場を使用するかを徹底し、

「自宅からの距離に関係なく決められたゴミ置き場を使用すること」を徹底した。 

 

＜資料：廃棄物の法律＞ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 改定施行日： 令和二年四月一日 

（目的）第一条この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、

再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向

上を図ることを目的とする。 

（国民の責務）第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生

利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄

物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

廃棄物（ごみ）の種別 

 

上尾市の家庭ごみの出し方（ルール） 注意：事業者はごみ集積所には出せません。 

https://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/65175.pdf 

〈ごみの分別と集積所に出せるごみ〉 

〇：集積所に出せるごみ：可燃物、金属・陶器、ペットボトル、飲料缶・スプレー

缶、ガラス、紙類・布類 

Ｘ：集積所に出せないごみ：粗大ごみ（６０㎝×３０㎝×３０㎝を超える物）、有

害ごみ（電池、光灯など）、牛乳パック、事業所（飲食店、商店、事務所など）か

ら出たごみ 〈注意〉 土・泥・砂・石は法令上廃棄物ではありませんので、

ごみとして収集いたしません。 

 

～自治会ホームページ閲覧のご案内～     浅間台自治会 検索 

 https://asamadaijichi.wixsite.com/asamadai 

ＱＲコード 

上尾市内における新型コロナウイルス感染症の累計陽性者数は１１月 15 日現在１４５人。

市からの要請：「３つの密の回避」「社会的距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」「換気の徹

底」「大きな声での会話の抑制」！感染拡大を防止、大切な家族・仲間の命を守るために！ 

家庭ごみの出し方ＰＤＦQR 

QR コード➠ 

https://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/65175.pdf
https://asamadaijichi.wixsite.com/asamadai

