
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～ようやく緊急事態宣言が解除となりました～ 

＊＊～住民は元気・地域は快適な街～＊＊ ＜浅間台自治会 会長 池野耕司＞ 

新型コロナにより社会・生活を一変させた 2021 年の幕が間もなく降ります。緊急事態宣言、まん延防

止等重点措置、不用不急の外出、ステイホーム（家にいる）等が発せられ感染の危険性のみならず、動か

ないことによるフレイル（虚弱）が進み健康への悪影響や、産業界にも多くの経済的ダメージを与えまし

た。▼自治会は隣近所の皆さんとコミュニケーションを図り仲良く、助け合い、ふれあいの輪を広げ連帯

感を図ることが目的です。私達の自

治会も前年度同様、計画通り行事が

実施出来なくなり、特に交流の輪を

広げる親睦活動は低調でした。その

中で自治会役員・関係者が創意工夫

しながら次のような活動をしました。 

コロナ後の自治会は ①人生 100

年時代に向けて「生きがいと新たなつながり」「孤立予防」「居場所の確保」が

必要です。②役員の担い手対策・行事の軽減等は今後も検討課題です。地域の

皆様には、自治会活動に積極的に参加していただきますようお願い致します。 

丑年から寅年へ❣新しく迎える年が良き一年になりますように‼ 

来年もよろしくお願い致します。 

～サークル活動から～ 

＊＊～ママさんバレーボールのクラブ！～＊＊  ～浅間台クラブ～ 

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４８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、大石地区大会の

参加をしています。昨年度はコロナ禍で全試合が中止でし

たが、今年度は落ち着いた時期に数回開催しています。練

習ができるときはしっかりと感染予防対策をして、仲間と

繋ぐバレーを目指し、楽しく汗を流しています。▼私たち

は仲間を募集しています。こんな時だからこそ、体力維持、

ストレス発散にもバレーボールはもってこいです！興味の

ある方はぜひご連絡ください(^^♪)※毎週日曜日、大石小学校体育館で練習をしています。＜連絡先＞ 浅

間台クラブ部長  清瀬 秀子 ７７４－６０２２ 
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次号の発行予定は３月初旬です 

本年度の活動は中止を余儀なくされましたが、元旦祭は開催されます！ 

誰もが幸せ浅間台（SDGs） 

１．防犯活動（子供等の見守りパトロール） 

２．防災活動（災害時のマンホールトイレ設置訓練、資機材点検） 

３．高齢者のフレイル、介護予防（アッピー体操、卓球等） 

４．高齢者の見守り、サロン、日赤募金等の福祉活動 

５．環境美化活動（ゴミ置き場の増設・整備、リサイクル、町内清掃

、道路・公園等） 

６．会館の絵画等展示とデジタル化活動 

７．５０周年記念誌発行・会館改修 

８．自治会運営と役員担い手の課題検証等に取り組みました。 



＊＊～野球が好きな子パワーズに集まれ！！～＊＊ 

浅間台パワーズは浅間台地区の皆様のご理解とご支援を頂きながら活動しているスポーツ少年団です。 

１〜6 年生まで男女合わせて 35 人で楽しく元気に練習

しています！▼団では「楽しく、元気よく、考えながら、

全力で！！」をキャッチフレーズに野球を通して様々な

事を学んでいます。仲間の大切さや挨拶、礼儀、整理整

頓なども指導していきます。▼大会は春から開催され日

頃の成果をみせるときです。勝ち負けは大事ですが子供

の一生懸命プレーしている姿、たくましい成長をみて時

には感動を覚え涙を流すことも多々あります。▼指導者

はお父さんです。子供と一緒に汗を流す休日はいいもの

ですよ。▼このように浅間台パワーズは親子で楽しめる場所です。ぜひお気軽に見学にお越しください！ 

      連絡先 浅間台パワーズ団長:谷川（090-8022-3823） 

～関連団体の活動から～ 

＊＊～こんにちは愛育班です～＊＊               ＜愛育班 安藤 ゆみ子＞ 

誰もが明るくいきいきと暮らす浅間台にしたいと年間行事のお手伝いをしていす。 また婦人部・フォー

クダング部と持ち回りで会館清掃を行っています。▼ その中で、浅間台愛育班独自の活

動が「浅間台親子のつどい」です。 0 歳～就学前のお子さんと保護者のつどいで、交流

をはかりながら保育士さんや保健師さんによる手遊び、 育児相談、身長・体重測定、足

型取りなど楽しい時間が 過ごせる活動ですが、コロナ禍で開催を見送っていました。や

っと 10 月後半から上尾市や大石愛育班主催の「親子のつどい」が東・西の保健センタ

ー、大石公民館で開催されていますので、是非遊びに来て下さい。 

＊＊～浅間台婦人会です～＊＊         ＜婦人会 中村悦子＞ 

婦人会は私達の住む地域行事のお手伝い等、地域文化の発展に寄与する活動をしてまい

りました。昨年、今年と新型コロナウィルス感染拡大の為、ほとんどの行事が中止となり、

社会生活も一変しました。いろんな意味で、これからの生活様式にそった活動が出来、コ

ロナの一日も早い終息を願うばかりです。 

～専門部から～ 

＊＊～子ども会育成会の近況活動報告について～＊＊～ 

＜子ども会育成会会長 杉木 康成＞ 

 まだまだコロナ禍ではありますが、最近の子ども会育

成会の近況活動を報告させていただきます。 

１０／２４（日）は、衆議院総選挙の影響で一週間前倒

しになりましたが、ハロウィンが７０名を超える子供た

ちが参加して盛大に実施することができました。▼当日

は、晴天にも恵まれ、会館での写真撮影、貝殻公園まで

みんなで歩き、公園ではジュニアリーダーの指導のもと、

関所破りや音楽に合わせた踊りなど、多種多様なレクレ

ーションを行いました。▼公園には、近隣の方々による

さまざまなハロウィンの装飾が施され、子供たちの仮装

と一体化した雰囲気となりました。レクレーションが終



わると、浅間台会館まで列を作り戻ってきて、公園の装飾に使われた風船を小さい子供たちに、配布しまし

た。▼ハロウィンの最後には、子ども会育成会の役員のお母さんたちが前日に袋詰めをしたお菓子を、子供

たち一人ひとりに手渡しで配布しました。お菓子を受け取ると、子供たちは、友だち同士やお父さんやお母

さんと、笑顔で帰宅の途についている様子が印象的でした。▼今後は、１２月の中旬には、浅間台会館でク

リスマス会を予定しています。その時には、また、レクレーションも考えていますので、コロナの感染状況

が悪化せずに、無事にクリスマス会が行われ子供たちが楽しい一時を過ごしてもらえればと考えています。

▼子ども会育成会は、子供たちの健全育成はもとより、大人になった時に少しでも楽しい思い出づくりをし

ていきたいと思います。そのためには、浅間台地区の皆様には、子ども会育成会の活動のご支援とご協力を

お願いします。 

＊＊～令和 4年の元旦祭について～＊＊～       ＜祭典部部長 青木 守＞ 

毎年、年が明けますと浅間台氷川神社に多くの方がご参拝にお見えになります。残念ながら令和 3 年の元

旦祭は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から拝殿前の鈴の緒を外し、甘酒などをお配りしない「静

かなご参拝」にご協力いただき、執り行いました。▼

新規感染者数が減少し、日常生活が取り戻されている

中、令和 4 年の元旦祭をどのように行うか、関係各位・

諸団体とも協議しましたが、甘酒等の飲食物の配布は

行わないことといたしました。ただし、これからの状

況を見極めながらではありますが、鈴の緒の取り付け

や浅間台囃子保存会によりますお囃子の演奏などを元

の姿に戻しながら、地域の皆様と新年を祝えるように

準備してまいります。 

 

 

 

＊＊～「おうち時間家族で点検火の始末」～＊＊ ＜自警消防団団長 土屋 一人＞ 

表題は、２０２１年度の全国統一防火標語です。▼コロナウィルスの影響もあり、まだまだ家で過ごす時

間が多くなると想定されます。これから寒くなる季節を迎え、空気も乾燥し火災が発生しやすくなります。 

また、暖房器具の使用等、火を使う頻度が増えると思いますので、外出前やお休み前は戸締りとともに今一

度火の元を確認し、火災を発生させないよう心掛けお願い致しま

す。◆去る10月３日に大石地区全10分団が鴨川中央公園にて、

密を避け時間差で専門業者による消防ポンプの点検を実施致しま

した。万が一の火災に備え、ポンプの作動確認を行った所、ポン

プ搭載バッテリーに劣化が見られた為、交換を実施、正常に稼働

する事が出来ました。併せて点検整備も行って頂き、他に不具合

が無い事も確認出来ました。◆本年も年末特別警戒を 12 月 29

日、30 日の 2 日間で実施予定です。警戒区域内を巡回し地域住

民の防火、防災の意識を啓発するための広報及び出火防止の警戒

にあたらせて頂きます。皆様方のご支援・ご協力をお願い致しま

す。 

令和 4 年元旦祭（御札・御守の頒布時間） 

1/1 0:00～2:00、9:00～16:00 

1/2 9:00～16:00 

1/3 9:00～16:00 



＊＊～だんらんの家アッピー体操部をさわやかアッピーサロンに移行～＊＊  
＜支えあいの会会長 西脇正典＞ 

新型コロナによる緊急事態宣言が解除されたことに伴い、１０月から支えあいの会の活動を再開し

たところですが、今後の活動について支えあいの会役員会で検討しました。その結果、支えあいの会

の活動の柱はサロン活動、見守り活動、お助け活動、だんらんの家活動の４つとすることはこれまで通りで

すが、サロン活動の活性化を図るため、だんらんの家のアッピー体操部をさわ

やかアッピーサロンと改称し、アッピー体操を通じてサロン活動をさらに活発

に進めることにしました。▼さわやかアッピーサロンは毎週月曜日の午後２時

から会館大ホールで実施しています。詳細は回覧「浅間台支えあいの会だより

１２月号」をご覧ください。▼“お助け活動”については、２年前に実施した「日

常生活支援に関するアンケート」の集計結果を踏まえ、持続可能な実施方法を

今年度中にまとめ、来年度からの実施を目指すことにしています。今年度中の

検討事項は次のとおり考えています。①協力いただける方の意向の再確認 ②

事務局（利用者と協力者の仲介役）の設置と運営マニュアル他。 

  

＊＊～浅間台体育部から～＊＊            ＜体育部部長 青木俊樹＞ 
自治会員の皆様、こんにちは。浅間台体育部部長の青木です。現在コロナ感染が終息に向かっております。

皆様のワクチン接種、感染予防対策、外出自粛が功を奏したと言っても過言で

はありません。皆様の協力、おもいやりがあってこその感染者数減少でござい

ます。▼感染者数０を目指して継続していただき、来年こそは運動会を開催で

きるよう頑張りましょう！▼体育部は開催前提で準備を進める予定です。開催

する為には皆様のお力が必要になります。ご協力の依頼を出せて頂くことも御

座いますので、その際は是非お力をお貸しいただけると幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。▼現

在来年度の体育部員を募集しております。是非参加したい！興味がある！ワイワイやりたい！という方がい

らっしゃいましたら１丁目の青木までお電話頂けると幸いです。青木 TEL：080-6905-4581 

～「ゴミ集積所（ステーション）マナー向上作戦」のご案内～ 

 ～ゴミ集積所の改善は一歩ずつ～        ＜環境美化部参与 西小野武行＞ 

カラス害や散乱を防ぐべく、少しずつゴミ集積所の改善が図られています。▼塩ビパイプで箱枠を骨組み

し、ネットを張り、収納可能な折畳み式とし、更にステンレスのポール（伸縮物干し）を抱かせ、操作を容

易にする配慮がなされています。四丁目の郵便局駐

車場角のゴミ置場は鴨川沿いのガードレール側に、

8 月に移動しましたが、ステンレスポールを抱かせ

た折畳式の箱型とし、カラス害やゴミ散乱防止に貢

献しています。11 月には、隣接する路上ネット方

式のゴミ集積所を、同様に折畳式の箱型に作り替え

衛生環境の確保に、更にスムースな交通確保に役立

っています。▼ー丁目では、上尾高校グランドの擁

壁に面した場所に、塩ビパイプで箱枠を骨組みしゴ

ミ集積所を設け、箱へのゴミ袋搬入を楽にするため

前方の籠の高さを低くし、工夫が施されると共に、

古い箱枠の修理も行われています。利用者の皆様はこのような陰の作業があることを知り、美化の維持にご

協力をどうぞ宜しくお願いいたします。 

左：郵便局駐車場角地から移転した集積所 

右：路上ネット方式を箱型の集積所に改善 



～小型家電を回収しています！（リサイクル）：西貝塚環境センター～ 

 2013 年（平成 25 年）4 月 1 日から、廃棄物を適正に処理し資源を有効に利用するため、使用済小型

電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（通称／小型家電リサイクル法）が施行

されました。▼小型家電のリサイクルにより、これまで回収されずに埋め立てられ

てきた希少金属（レアメタル）を国内で有効活用できることや最終処分場の延命化

など、さまざまな効果が期待できます。▼上尾市は、環境省の平成 25 年度「小型

家電リサイクル実証事業」の事業対象地域に採択されました。▼平成 26 年 1 月か

ら、市内 9 か所の公共施設（市役所、各支所・出張所、西貝塚環境センター）に回収ボックスを設置し、希

少金属を多く含むデジタルカメラやゲーム機などの小型家電を回収しています。▼小型家電のリサイクルに

ご協力ください。▼回収ボックス設置場所：上尾市役所、平方支所、原市支所、大石支所、上平支所、大谷

支所、尾山台出張所、上尾駅出張所、西貝塚環境センター ▼回収できるもの： 30cm×15cm の投入口

に入れることのできる電気や電池で動く電化製品 ▼ 例：デジタルカメラ、ビデオカメラ、ラジオ、デジ

タルオーディオプレーヤー、CD・MD プレーヤー、ゲーム機、電子辞書、電卓、時計、ＩＣレコーダー、

携帯電話、タブレット型携帯端末、電話機、ファクシミリ、ヘアドライヤー・ヘアアイ

ロン・電動シェーバー など▼※事業所から出た小型家電は入れないでください。▼ ※

電池（コイン電池を含む）・充電式電池・ボタン電池は外してください。▼※回収ボック

スの投入口に入らない小型家電は、小型充電式電池を外すことができれば、今までどお

り「金属・陶器」の回収日に出せます。▼※家電リサイクル法対象品目（テレビ、

エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）は回収できません。▼※個人情報が

含まれているものは、回収ボックスに入れる前に個人情報を消去してください。 

～会館改修その６～              ＜会館改修部会長  舘内 正敏＞ 

会館の改修は終わりに近づいています。より活用できる会館を目指し

運営アプリを整備中です。▼リアルタイムな情報伝達ができていないか

ら、会館で何が行われているかわからないから、会館の借り方がわから

ないからとの要望に答えて、運営ツールとしてデジタルプラットフォー

ム浅間台を整備しています。そのための環境整備、特にインターネット

設備が不十分なので改善する必要があり実施しました。▼個人でぶらり

使うのは不向き、留守番がいない、世話人がいない、だから使い慣れた

団体でないと使えない問題に対応し、快適な留守番環境、お喋りしなが

ら、CD を聞きながら、本を読みながら、ビデオを見ながら留守番する

場所を完成させました。さらに留守番環境を活かすため、浅間台会館活

用お留守番支援隊の募集を検討中です。▼自治会員の協力が必要です。

浅間台には文化的なイベントが少ないようなのでアートギャラリー浅間

台実行委員を募集します。ギャラリー活用や浅間台文化祭の企画検討を

行うので、絵画、映画、書画、陶芸、音楽、アートフラワーなどの経験者を募集します。▼一丁目では丁目

サポーターを作り、丁目単位の利用を促進する計画、丁目交遊会の実施を検討してます。それについてチョ

ットしたアンケート調査を行いました。断捨離フリーマーケット、持ち寄りカフェやファミリーピンポンに

人気があり、文化講演会や IT 学習会実施についての要望もありました。ボランティア講

師はいませんか？募集します。▼文化講演会活動他を通じて自治会会員に対し情報サイ

トの活用を普及させる必要が有ります。右記の QR コードでアクセスして下さい。アク

セスには Google account

が必要、IT 学習会でフォロー

します。 

上尾市回収 YouTube 

デジタルプラットフォーム浅間台の QR コード➠ 



～５０周年記念誌発行のお知らせ～               ＜編集委員一同＞ 

 11 月中旬には浅間台地域全域の約 2600 所帯、全戸に５０周年記念誌を配布させていただきました。50

周年を迎える機会に、これまでの町内会活動を記録した資料および写真をデータベース化し、誰でも閲覧で

きる環境を作りました。記念の冊子作成に当たっては次の事柄に

ついて留意しました。▼①浅間台の良さを気軽に感じていただけ

るように、できるだけ頁数を絞り写真を中心にした構成にしまし

た。▼②30 周年記念誌「夢」を参考にし、30 周年以降の 20 年

間を中心にまとめました。▼③「浅間台のビジョン会議」でいた

だいた女性の立場・子どもの立場のご意見を参考にして全体の構

成に反映させました。▼④未来にわたって持続可能な自治会にし

ていくために SDGs の考え方を参考にしました。▼⑤デジタル化

社会に向けて、今後の自治会のあり方や会館設備の改修について

の提案をしました。会館設備改修については浅間台の 20 年後を

見通してできることから実践を始めています。▼この冊子の作成

を通じて、浅間台の魅力を改めて再発見できました。また、「わく

わくさわやか」に引き続いて、今後のキャッチフレーズである「誰

もが幸せ浅間台（SDGs(エスデｲジーズ)）」に向けて、誰も取り

残さない浅間台のコミュニティを皆さんとともに目指したいと思

っております。▼30 周年記念誌の編集関係者およびパソコン知

識に詳しい方々から多大なご協力を頂きありがとうございました。（この写真集の作成に当たって久保正男編

集委員：副会長の監修であること、感謝を込めてお知らせします。） 

 

 ～「誰もが幸せ浅間台（SDGs）」について～       ＜編集委員長 若島 敏夫＞ 

 本年度のメイン事業である 50 周年記念誌発行委員会では新キャッチフレーズとして「誰もが幸せ浅間台

（SDGs）」を採用して、今後の自治会活動の共通の想いにして行こうと決意したところです。現在の浅間台

自治会の加入率は 58.6％と低迷しております。今回の記念誌の全戸配布も少しでも自治会活動の魅力や必

要性について理解して頂き、加入促進を図ろうと考えてのものです。▼「SDGs（エスディージーズ）」とは、

2015 年に国連が全会一致で採択した 2030 年に向けて「Sustainable Development Goals（持続可能

な開発目標）」の略称です。「貧困をなくす」「気候変動に具体的な対策を」「産業と技術革新の基盤をつくる」

といった 17 項目と、それらを達成するための具体的な 169 のターゲットで構成されていることは前号で

お伝えしました。▼この目標（アジェンダ）は人間、地球及び繁栄のための行動計画です。二つの理念があ

ります。「我々の世界を変革する」と「誰一人取り残さない」ということです。持続可能な地域（浅間台）づ

くりへの取り組みもこの二つが重要になってきています。▼中でも「ご近所力」が重要ではと思います。「ご

近所力」とは隣近所で日常的に笑顔や挨拶が交わされ、信頼関係が出来、協力しあう人間関係が構築され、

相互に助け合うことが出来ていることと考えております。▼今後「誰もが幸せ浅間台（SDGs）」に関連した

自治会活動を紹介していきたいと思っております。自治会活動には以下のような目標（ゴール）が関連して

います。今後、いろんな視点で情報発信していきたいと思います。 

 

 

目標 1.あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進する目標 11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する目標 17. 持続可能な開
発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 

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周年記念誌はホームページからダウンロードできます） 


