
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～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～ 

～ゴルフ愛好会近況～                     ＜愛好会事務局 竹田浩太郎＞ 

町内の皆様におかれましては、外出制限が声高に言われるコロナ禍の中、気も滅入りがちな、また感染を

恐れながら過ごす毎日かと拝察致します。され、我々浅間台ゴルフ愛好会は、独自で年 3 回のゴルフ大会を

開催しています。ゴルフ自体は広い芝生の中で行うスポーツですので、コロナ感染の危険性は低いのですが、

会の運営に関しては林田会長の指示のもと、会議の回数減、必要な会議は会館のホールで少人数で実施、大

会会場は単独で行ける近場に設定、表彰式、パーティーは行わないなど、

愛好会による会員のクラスターを避けるべく、細心の注意を払って運営し

ています。コロナ禍の中においても毎回 40 人位の参加があり、近隣でも

評判の会と自負しています。今年も 3 月、7 月、11 月の平日を利用して

大会を予定していますが、3 月が 113 回と会も歴史を重ね平均年齢が上

昇しており、次代を担う若手会員を常時募集しています。一緒に遊びませ

んか。入会希望者は右までご連絡を宜しく。竹田浩太郎 048-774-0236 

～浅間台凛々クラブへのお誘い～                    ＜代表 田村 守美＞ 

浅間台凛々クラブは、平成 25 年 5 月 1 日に設立した武術太極拳のサークルです。現在の会員は、男性 3

名・女性 9 名の 12 名。毎週月曜日（月 3 回）10：00〜12：00 浅間台会館にて活動しています。健康

維持・会員同士の親睦を目的とし、講師の山口先生と楽しく練習しています。お気軽に一度遊びにいらして

みませんか？ 

～コロナ禍で頑張ってま～す～         ＜フォークダンスクラブ 代表 池田 道子＞ 

昨年は新型コロナウィルスの感染拡大の為、本当に大変な年となりました。フォークダンスクラブも年間

行事などすべてが中止となりましたが、少しでも体を動かしたいとの希望もあり、緊急事態宣言解除後 2ヶ

月遅れて活動をスタートしました。マスク着用は勿論のこと、リーダー・部員一致協力し対策を立てて踊っ

ています。幸なことに会館に色々と感染予防の品々をそろえて頂き、大変感謝しております。会館の構造上

で充分な換気もでき、部員一同風邪もひかず現在に至っています。高齢者も多くなりましたが、若い人に負

けずに頭を使い体を動かし、又仲間と会えることの喜びを今さらながら感じています。早くコロナが終息し

て、仲間達と手をしっかり継ぎ踊れることを願いつつ会館という寄り所に感謝致します。世界の音楽と踊り

楽しいですよ！ 

～囲碁をはじめませんか～              <浅間台囲碁クラブ 副代表 大森弘亨＞ 

浅間台囲碁クラブは囲碁の愛好者が集り 1998 年 4 月に誕生しました。囲碁はルールが易しいにもかか

わらず奥の深いゲームです。棋力に差があってもハンディがあるため平等に楽しめる知的ゲームです。囲碁

をやることのメリットは思考力、集中力、決断力、大局観などが身につくといわれています。▼囲碁は子供

からお年寄りまで誰でも生涯楽しめるゲームです。見知らぬ人でも囲碁を通じてすぐに仲良くなれます。以

前に碁を打ったことのある方やはじめて囲碁を習ってみたい方の入会をお待ちしております。現在の会員数

は 14 名です。現在はコロナ禍のため活動を休止中。対局はコロナ禍の状況を見極めながら考えたいと思い

ます。▼場所と日時場所：浅間台会館 日時：毎週水曜日・午後 1：00～5：00 〈772-6477〉 
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～関連団体から～ 

～助ける・助けられるの間のハードルを無くしたい～    ＜浅間台支えあいの会 会長 西脇＞ 

浅間台支えあいの会が浅間台福祉部から発展的に移行したのが 2018(平成３０)年４月、それから 3 年が

経過しました。その間、見守り活動、サロン活動、お助け活動に、その後いきいき浅間台から移管されただ

んらんの家の活動を加え、活動の４本柱として活動しています。▼見守り活動、サロン活動、だんらんの家

についてはコロナ禍のため 2020 年度はほとんど活動でき

ていません。お助け活動は高齢者世帯を対象とした日常生活

支援を有償でお手伝いをすることを目指して、現在活動を立

ち上げる準備をしています。▼社協大石東支部に属する各地

区でも同様の活動を始めているところですが、見守り活動と

お助け活動については、見守ってもらいたい、支援してもら

いたい方が少ないのが共通した課題のようです。▼浅間台支

えあいの会では、助ける・助けられる方の間のハードルを少

しでも無くし、お互いに気軽に支えあう雰囲気を作りたいと

考え、過日全戸配布したチラシに記載したように「チョッキ

でお散歩パトロール」、「なんでも受付箱の設置」を実施しています。困ったことがあったら気軽にお声掛け

または投函を！ 

～専門部から～ 

～リサイクルでの「困ったさん」～                ＜環境美化部 部長 樅山英男＞ 

リサイクル作業にご協力いただき皆様には「感謝 感謝」です。コロナによ

る緊急事態宣言下であっても、環境美化部の面々はリサイクル業務の一環と

して、日々の缶類の収納ネット交換など環境整理に努めています。そんな中

で、中身の入った缶がケースで持込まれ(写真)、その処理に手間と時間を取

られ、苦心しています。中身は処分し洗浄した空缶のみ出して下さい。スプ

レー缶や家電など、浅間台リサイクルの対象から外れた物品も今だに持込ま

れています。市の資源ゴミ分類表を今一度確認してみて下さい。度重なるお

願いですが、ご協力よろしく。 

～通学路交差点の安全見守り活動～             ＜防犯交通部 部長 野本和彦＞          

田原と嶋田(以下見守り隊と表現)は防犯パトロールのチョッキに着替え７時15分頃から30分程度の間、

信号のない交差点で登校する学童(約 60 名)の交通安全確保のための旗振りをおこなっています。場所は二

丁目のくら寿司から西方百メーター程の信号の無い幅 12 メータと 8 メータ道路の交差点で、車がスピード

を出してくる危険な個所です。特に登校時間は通勤時間と重なり、くら寿司の交差点信号が赤になると、こ

の交差点で車は急に左折してくるなど危険な交差点です▼見守り隊は学童たちを安全誘導しながら「おはよ

う」・「行ってらっしゃい」と言い合いながらエアタッチ(コロナ禍なので)等して見送りしています。一番手

は西小学校に登校する子供達で、その後大石小学校へ登校する１・２丁目の子供達が三方向からやって来る

ので見守り隊は、二手に分かれ安全を確認しながらの誘導になります。また横断する箇所には横断歩道表示

(白のペイント)が無く危険なことから、警察当局に表示を追加してもらいたい旨、お願いしました▼ジョイ

フル前の交差点は、青信号の時間が短く、一度に全員が横断できないことから、７時から８時半まで青信号

の時間を 30 秒間伸ばしていただきスムーズに横断できる

ようになりました。大石小 PTA、環境対策委員会の皆様方

からもご好評を頂き、良かったなあと感じているこの頃で

す▼ご協力頂いた関係者の皆々様に厚く御礼申し上げます。

終りに、こうしたボランティアの人達は年々高齢化が進み、



比較的若い高齢者の参加をお願いいたします。 

～新年度の紙札頒布について～                 ＜祭典部 部長 青木 守＞ 
浅間台氷川神社の元旦祭には、多くの皆様にお越しいただきありがとうございました。 

さて浅間台氷川神社の祭礼ですが、春は3月1日の春祈祷祭から始まります。自治会の事業年度に合わせ、

年度内最後の行事になっていますが、農業が中心だった時代は、春祈祷祭で豊作を祈り、秋の収穫祭で収穫

を感謝し、その間の夏に祇園祭で疫病除けを祈願するという流れであったと思います。これらの春・夏・秋

の祭礼におきましては、その都度上尾市平方の八枝神社から宮司をお招きし、ご祈祷いただいています。ま

たご祈祷いただいた紙札を祭礼後にご希望の家庭に頒布しております（有料）。▼新たに紙札をご希望のご家

庭がございましたら、新年度の祭典部役員までご連絡いただきたく、ご案内いたします。▼祇園祭（富士浅

間祭） 7 月 1 日 ▼氷川神社例祭 10 月 14 日 ▼春祈祷祭 3 月 1 日▼頒布代 300 円/枚▼頒布代

は令和 2 年度実績のため、改定の可能性あります。 

～自治会からのお知らせ～ 

＊＊令和 2年度自治会活動を振り返る＊＊        ＜浅間台自治会 会長 池野 耕司＞  

令和２年度自治会活動は新型コロナの地球規模的感染による緊急事態宣言、小中学校の臨時休校、オリン

ピック延期、甲子園大会中止等様々な対応が求められる社会の中でスタートしました。地域の活動もこれま

で継承されてきた行事が中止となり、毎年、専門部、各種団体、住民が連携して行う中心的な事業の運動会、

祭り、盆踊り、敬老会、元旦歳が実施出来ず残念な１年でした。この様な中にあって、実施した大事な事業

を紹介させていただきます。▼１つは快適な居住環境の為の事業。リサイクル活動及び町内 135 か所のゴ

ミ集積所の実態把握とカラス等の対策及び町内清掃。災害時のマンホールトイレの設置訓練、安心安全な防

犯活動の安全パトロール。環境美化部、防犯交通部等を始め町内の皆様と連携、ご協力を得ながら取り組み

ました。体育部、子供会でも工夫された事業の実施がありました。改めて、関係者の皆様に感謝申し上げま

す。▼２つ目は、「上尾市一般コミュニティ助成事業」により会館の備品等を新調することが出来ました。乳

幼児から高齢者に至るまで健康と親睦交流の拠点として親しまれている浅間台会館（完成昭和５３年）内の

備品の損傷、高齢化により移動・利用に困難性も散見され備品の改善要望がありました。▼令和３年度は浅

間台が区画整理事業の完成から５０年を迎えます。この節目に「上尾市一般コミュニティ助成事業」を利用

し長らく使用し、老朽化したこれまでの備品を昨年８月全面入れ替えしました。これもひとえに上尾市市民

協働推進課はじめ多くの関係者の指導と協力等により実施することが出来ました。▼新調備品はテーブル４

０台、椅子 216 脚、台車１２台、プロジェクター、大型テレビ、スクリーン各１台。総額約 270 万円（補

助金額 250 万円、町内からの自己負担 20 万円）▼ 今後とも明るく、元気な地域を共につくりあげまし

ょう。ご協力の程、宜しくお願いします。      

＊＊会館改修事業その３＊＊           ＜会館改修委員会 改修責任者 舘内 正敏＞ 

（会館改修状況）「今日行くところと、今日の用事」が大切です。今回の浅間台会館の改修事業は、会館

にいつも誰かがいて、気軽におしゃべりができる。散歩の途中で気軽に休める。安価な費用で自治会員相互

の交流が出来る場所を提供する事を目的としています。▼2 月から 3 月にかけて外部から気軽に入れる大会

議室入口の設置工事、入口上部のテラス屋根設置工事、入口ウッドデッキの設置工事を実施いたします。 

現在は新型コロナの影響で会館の活用は低調ですが、その中でもソーシャルディスタンスの取れるピンポン

クラブその他の活動は実施されています。新型コロナの影響が無くなった時点で会館活用の幅を拡大するた

めの工事も行います。▼小和室は 少人数（10 名程度）の集会の活用

を促進するための簡易な視聴覚機器の整備とシアター化及び防音性を

改善し、大和室は 40 人程度の集会の活用を促進するための簡易な視

聴覚機器の整備とシアター化及び防音性の改善など続いて実施する予

定です。▼尚、大会議室入口ウッドデッキの仕上げ材設置や、２階の

和室をシアター化するための暗室化工事などは材料さえあれば自治会

の皆様の協力で簡単に出来る事なので、外部に発注することなく DIY

で実施したいと考えております。その分を視聴覚機材などの充実に使

えます。◆参加をご希望の方は tatemasato133@gmail.com まで



連絡いただければ幸いです。 

～「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。今回は不法投棄問題とカラス対策です。 

★ゴミ集積所への違法投棄問題★          ＜環境美化部参与 西小野武行＞ 

３B 区域内のゴミ集積所に、写真に示すような大型画面の薄型テレビが

投棄されました。テレビは家電リサイクル法で有料処理となり、電気店等

で対応しています。また、仕事(業務)上で発生したゴミ(廃棄物)は産業廃棄

物となり、家庭ゴミとしての扱い物には該当しません。西貝塚環境センタ

ーで対応(有料)しています。浅間台(１～４丁目)の全域では、現在 135 ヶ

所のゴミ集積所が設置されています。これらの集積所が、カラス害を防ぎ、

衛生的な環境が常に保たれるように、皆様のご協力をお願いいたします。

ブロック囲いやネット、コンテナなどハード面が整っても、最後の決め手は貴方のハートに懸かっています。 

★カラスに負けない浅間台の街づくり★    ＜浅間台 4 丁目 A 副会長 久保 正男＞ 

ごみ集積所は、誰にとっても目にすることができる街の生活場面ではないでしょうか。郵便局前のごみ集

積所、風の強い日は道路にまでゴミが広がり通行上、衛生上問題となり「浅間台の恥」とも言われていまし

た。自治会では、コロナ禍で行事ができない中ごみ集積所に焦点を当てました。ごみ集積所は①利用人数に

無理がない。②集積施設が適切である。③利用者みんながル

ールを守っている。この 3 つがかなってカラスに打ち勝てま

す。郵便局前では、まず集積所の分割に取り組みました。オ

ーナーさんや管理会社にお願いし、3 か所のアパートにフタ

付きの専用施設を設置できました。さらに、鴨川沿いの道路

脇に1か所増やし65世帯以上が利用していた集積所を5か

所に分割することができました。4 丁目 A では現在集積施設

がない最後のアパートと交渉中です。各丁目とも地主さんや

アパートのオーナーさん・管理会社さんに協力頂き各施設を確かなものとして、利用者みんなで集積所のル

ールを守り、浅間台の街づくりに誇りを持ちたいものです。 

 

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 2 月 15 日現在 622 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！ 

◆お知らせ【自治会だより 12 月号】の訂正です。◆ 

５ページ目の西小野さんの記事を以下に訂正お願いします。訂正してお詫び申し上げます。＊＊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＞▼誤り「今、コロナウィルス 2 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。」➠▼正：「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。」 

      
 




