
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～今年度も新型コロナウィルス感染拡大で異例対応～ 

 
2022 年（令和 4 年）3 月 31 日締め切りの書面議決は以下の通りで 1 号議案から７号議案

まで賛成多数（99％以上）で原案どおり裁決されました。 令和４年 4 月９日 

令 和 ４ 年 度 定 期 総 会 書 面 議 決 の 結 果 

議決個数 回収 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否

217 135 134 1 134 1 133 2 133 2 134 1 134 1 134 1 82

62.2%

６号議案 ７号議案 未回収1号議案 2号議案 ３号議案 ４号議案 ５号議案

99.3% 99.3% 99.3%

賛成/議決戸数 61.8% 61.8% 61.3% 61.3% 61.8% 61.8% 61.8%

回収率と賛成/回収 99.3% 99.3% 98.5% 98.5%

 
＊＊～令和 4 年度のスタートにあたり～＊＊   ≪浅間台自治会 会長 池野耕司≫ 

皆様こんにちは 健やかにお過ごしのことと存じます。全国民の 3 回目のワクチン接種率は 48.7％

（４/20）、まだまだ安心出来る状態と言えません。２ケ月前からロシアのウクライナに対する悲惨な

戦争、３月には東北で大きな地震報道等ありました。一方で私達の自治会も安心・安全に暮らせる地域

を目指し令和４年度がスタートしました。▼４月１日現在、乳幼児、児童、生徒、青年、壮年、高齢者

が約６千人住んでいます。「楽しく暮らしたい、幸福に生きたい」全ての人の希望です。▼ 今年度も

各丁目副会長、書記、会計の四役並びに専門部等の皆さんと共に創意工夫をしながら浅間台のために「

ワンチーム」として取り組んで行きますのでご協力の程、宜しくお願いします。▼さて、この２年間コ

ロナ禍の日常生活でマスク、アクリル板の設置等が当たり前となり、自治会活動は大きく影響を受け、

特に身体的、精神的、社会的フレイル（脆弱）化が進んだと感じています。1.不要不急の外出・運動自

粛による足腰・体力低下という身体的フレイル。2.あいさつ、会話、会議等減少の為、近隣、知人との

コミュニティ・助け合い機能の低下による精神的

フレイル。3.祭り等行事中止の為、次世代への伝

承の困難性・地域への興味低下等の社会的フレイ

ルです。▼特に祭り等行事のあり方は「今後どの

ようにしたらうまくいくのか？何とか頑張って

普通に出来ないか‥‥」等々どこの自治会でも平

等に課せられている大きな課題です。その為には

今後とも地域に対する関心と興味を多くの方に

持って戴くことが大切です。学生等から現役社

会人、定年退職者、人生の大先輩の方々まで長幼をも性別をも超えて忌憚のない建設的なご意見をお待

ちしています。「自治会の主人公は自治会員 自治会を育てるのは自治会員」。みんなで「明るく 楽し

く 元気な浅間台」を目指しましょう。浅間台自治会の更なる発展と会員各位のご健勝を心より祈念申

し上げます。尚、新四役として三丁目Ａ担当副会長として橋坂 創平氏が新たに就任されました。 
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～関連団体の活動から～ 

＊＊浅間台共有会＊＊       ＜会長 鈴木 茂＞ 

 私達共有会は、先祖代々から浅間台に生まれ育った住民で、氷

川神社の土地・浅間台会館と薬王寺の土地・浅間台共同墓地の土地

を所有しています。浅間台共有会は、現在氷川神社の土地・浅間台

会館・薬王寺の土地を無償で浅間台自治会に貸与しています。▼浅

間台自治会の関連団体として、会からの助成を頂きながら、祭典部

や相談役会が行っている氷川神社や薬王寺の祭礼に参加協力をさ

せて頂いております。また、浅間台会館の南側にある浅間台共同墓

地の管理運営を行っております。これは墓地使用者から管理料を頂

き、墓地使用者が安心して、厳かにご先祖をお守り頂けるよう墓地

清掃、施設改修等の活動をしております。▼先日、祭典部の太田部長から祭典部の役員のなり手がいな

いので祭礼をどうするかの相談を受けました。私達共有会の会員は現在 29 名です。共有会でも残念な

がら後継ぎがいない等の理由で退会する方が少しずつ増えてきました。浅間台の祭礼が持続可能になる

為には大胆な見直しが必要との認識で一致しました。 

～専門部から～ 

＊～「シャルウイダンス」 でいきいき!! ～＊ ＜いきいき浅間台> 

「いきいき浅間台」の中には趣味や芸事の部がありそれぞれで楽しんで生活を豊かにしております。 今

回はその中でレクリエーション部として社交ダンスを楽しんでいるグループ

についてお話ししましょう。▼〈踊り〉は人の誕生と共に心身の表現として

ありました。個人のレベルにもありましたし集団としてもありました。 踊っ

ているうちに一定の約束の下で踊った方が喜びを或いは哀しみを更に表現で

きるということでダンスに進化していきました。▼グループの人たちは、蝶

のように優雅にそして燕のように颯爽に頭の中では舞っているつもり。が、

ステップにつっかえ足を踏んでごめんなさいって舌を出すシーンは､見ない

見えないことにしてシャルウイダンス。サア曲がりかかった腰を伸ばして軽

やかに愉快に楽しく踊りましょう。 ▼毎週木曜日午後 1 時から浅間台会館で

練習会をしています。 よかったら見学にどうぞ。  

＊～会館管理部の活動のご案内～＊   ＜会館管理部 部長 越智 淳也> 

日頃より会館のご利用並びに維持管理に自治会員皆様にはご理解とご協力をいただき誠に有難うご

ざいます。▼会館管理部では会館の維持管理を担い、年間の継続活動として毎月の会館パトロール・備

品や消耗品の補充・植木の剪定・館内防虫消毒・大掃除などを実施するとともに、引き続き新型コロナ

ウイルス感染症の予防措置として、一昨年に策定した「コロナ対策

に対するルール」に則り、非接触型体温計の設置、アルコール消毒

の常備等に加え、利用者に使用後のテーブル表面を拭いていただく

ためのアルコール除菌シートを各部屋に配置し、更なる利用者の安

全に配慮してまいりました。▼また昨年度は９７年製の大型冷蔵庫

から容量も見直し最新の省エネ型に置き換え、冷蔵庫の年間電気代

が約９０％削減されるなど節電対策を進めております。▼会館管理

部では皆様が快適に利用できる自治会館を目指し、これからも維持管理に努めてまいります。 



＊～昨年度を振り返って～＊    ＜環境美化部 樅山英男> 

令和３年度の当部の主な動きは、次のような事でした。▼１．資源ゴミの量と収入金額減：２年度に

比べ金属類のみ 20％増でしたが、紙類は５～15％減でした。収入金額は２年度約 82 万円から、３年

度約 66 万円と５年続きの減額です。▼２．ゴミ集積所増加：町内の住居増に比例して７ヶ所増加。135

ヶ所→142 ヶ所（３丁目４、４丁目３）。形状はブロック囲

いやコンテナ状で、路上ネット式なし。▼３．軽トラック購

入：資源ゴミ回収に２台を借りて運用していましたが、９月

末に１台が借り入れ満了となり、自家用トラック購入の契機

となりました。尚、もう１台も３月に借り入れ終了を申し入

れました。▼４．部員交代：４年度に向けて２名が交代（３

A、４A 各１）しました。▼今年度も町内各位の御協力のも

と、環境の整備に努力してまいります。 

 

＊～浅間台ご案内～＊ ＜スポーツ部長 工藤喜史＞ 

スポーツ部としては、昨今の新型コロナウィルス感染状況も踏まえ、密を避けてある程度の安全を確

保できる内容にしつつ、皆が楽しめる体を動かすイベントとして、「ウォーキングスタンプラリー」を

実施することとしました。基本的には子供向けのイベントですが、散歩がてらに軽い気持ちで多くの方

に参加していただければと考えています。参加賞や景品などを用意しておりますので、奮ってご参加く

ださい。 

⚫ 日時 令和 4年 5月 15日（日） 8 時 30分 ～ 12時＊雨天順延（予備日：5 月 22日（日）） 

⚫ 場所 スタート：浅間台第二公園・浅間台第三公園・浅間台第四公園 ▼ゴー

ル ：浅間台大公園 

⚫ 内容 各公園を歩いて回り、スタンプを集めます。各公園ではミニゲームを行っ

ていますので参加してみて下さい。ミニゲームのみの参加も可能です。▼スター

トは、第二公園・第三公園・第四公園の内、最寄りの公園から始めていただいて、

ゴールは大公園となります。8 時 30 分から 12 時の間であればいつでも始められますが、12 時

には終了します。 

⚫ ミニゲーム   ＊内容は変更になる可能性があります▼二公園：ピンポン玉すくい▼第三公園：ホ

ールインワン▼第四公園：サイコロ転がし▼大公園

（ゴール）：かけっこ・フライングシューズ 

※新型コロナウイルス感染対策のため、マスク着用、手

指消毒にご協力

ください。▼また、

各自で検温のう

え、発熱・体調不

良の方のご参加

はご遠慮願います。▼※気温の上昇も考えられますので、必要に

応じて帽子、水筒など熱中症対策に▼ご留意ください。▼※参加

賞等の持ち帰り袋はご持参ください。▼※当日の雨天順延などは、

浅間台自治会ＨＰの「お知らせ」ページにてご連絡いたします。

（写真は 2020 年１１月１日開催のものです。） 

 



！！～自治会から～！！ 

～「ゴミ集積所（ステーション）マナー向上作戦」～（４丁目公園住民ボランティア） 

4 丁目公園のゴミ集積所は年々増えて 50 世帯が利用しています。 カラスによる散乱や悪臭、美観、

安全、衛生的にも問題があります。 そこで今回コンパク

ト (10～12 世帯) な折り畳み方式の集積所を作製し、4

月下旬から運用しました。 更にもう 1 ヶ所増設し分割す

る予定です。きっかけは近隣の自治体で組織を作り、全体

の 50%を折り畳み式に変えてきた事です。 設計図を頂き、

早速昨年大問題になっていた郵便局駐車場脇の64世帯を

5 分割し、2 ヶ所を折り畳み式、3 ヶ所はアパート内に無

かったので管理会社と交渉し、専用の集積ボックスを設置

して頂きました。▼この改善活動の結果、現在利用者の

方々から好評を得ています。 作製は有志のボランティア

です。今後の課題は・新たに設置する場所の確保が更に難しくなる・カラスの被害対策、美観 ・ゴミ

の出し方、生ゴミとプラスチック、紙、布等分別する。・ポリ袋の大きさを規定する。・市販のゴミ籠は

高価なので安価な手作り折り畳み式で代用可能。▼これらの課題を解決するためには地主様や近隣の方

のご理解が必要です。皆様からのご意見、提案を頂き、町内が名実共に綺麗で使い易いゴミステーショ

ンが 拡大するようご協力をお願い申し上げます。 

～デジタル浅間台その１～ ＜デジタル化 TK（会館利用多角化）チーム） 舘内 正敏 

Web3（次世代分散型のインターネットのこと）は、従来の Web 技術の代わりとなるもので、アプ

リケーションを作成する全く新しい方法。その鍵となるのが、オープンさと透明性。ブロックチェーン

技術を用いれば、合法的にオープンで透明性のある分散型のネットワークを実現できる。▼なぜならば

ブロックチェーンはルールの集合体であり、システム内で恣意的な権力を持つ者がいないから。Web3

は中央集権ではなく、個人がサービスのプロバイダーとなり、個人同士で経済的なサービスを提供でき

るようになると言われている。▼具体的にはデジタル地域通貨の活用が出来るようになる。法定通貨を

使えば様々な規制対応とミカジメ料としての税金が必要だがデジタル地域通貨はその問題を解消する。

蓄積された地域資源の活用には重要なツールだ。具体的にはスマホを活用してツールを運用することと

なる。ペイペイの地域通貨版を運用すると考えて欲しい。現在ツールの開発は金融機関他で盛んに行わ

れている。▼しかし問題はスマホに不慣れな世代の存在だ。簡単で便利なツールを活用出来る時代にな

っているのに、いまだにミカジメ料を取られる日銀券に依存している。地域通貨を活用するとミカジメ

料は地域に落ちるから、それを地域活性化に活用できるし、

もともと国民の税金からの助成金．補助金を国からもらう

必要もなくなるかも知れない。web３の世界はそのような

世界だ。デジタル浅間台は新たに事象に対応する基本とし

てのスマホの協働学習会を近々浅間台会館の設備を使っ

て企画開催する予定だ。▼また本年度は Google のワーク

スペース（Workspace）を活用して、ホームページのグレー

ドアップや共有のデータベースと各部門の共有スペース、

WEB 会議や予定見える化、デジタル回覧版などテスト構

築運用することとしている。※【ユビキタスネットワーク】

「いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセス可能」なネットワーク環境。なお、ユビキタスとは「遍

在する、いたるところにある」という意味のラテン語に由来した言葉。 



～町内整備活動が実施されまました。～ 

住みやすい街づくりのため地域美化活動が必要です！ 

 
～「誰もが幸せＳＤＧｓ（浅間台）」（みんなで一緒に SDGsを考えよう！）～  
 

 ＜編集委員長 若島 敏夫＞ 

◆「SDGs（Sustainable Development Goals）持続可能な開発目標」をわかりやすく！ 

「持続可能な開発目標」という言葉は難しいので嫌厭する人が多い。ではわかりやすく「ずっと続く地

域社会の仕組みづくり」「ずっと続く社会にしよう！」とする宣言だとしたらどうでしょうか。▼ずっ

と続くとは個人にとっては「心身の健康（環境含む等）」「安定収入（経済社会活動）」「良好な地域にお

ける人間関係」ですね。50 周年記念のスローガン「誰もが幸せ浅間台」づくりへの

取り組みが重要です。今回は SDGs 目標２「飢餓ゼロに」（Goal 2. End hunger, 

achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture） 

；【アニメでわかる!SDGs】YouTube➠ 

目標 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を

促進する 

1. 2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々

が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 

2. 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲッ

トを 2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解

消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 

EduTownSDGs は学習資料が満載➠ 

3. 2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市

場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先

住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増さ

せる。（あと５つは略以下で時間あるとき参考にお願いします。） 

 

 

 

 

 

 

ご意見のある方は編集委員（四役）へ 

～自治会ホームページのご案内～ 「浅間台自治会」 検索 

（５０周年記念誌などホームページからダウンロードできます） 

浅間台４丁目公園の整備活動 

町 内 清 掃 活 動 

◆しおり 訂正及び追加 

・訂正(濱→濵) 3B 32-1 班長 濵田 末博 


