
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～3 月 6日以降まん延防止等重点措置等が解除予定です。～ 

＊＊～令和３年度を振り返る～＊＊ ＜浅間台自治会 会長 池野耕司＞ 

 自治会員の皆様には日々、「コロナに感染しない、感染させない」、「自分の健康・命は自分で守る

」という意識で過ごされた事と拝察します。自治会活動も感染の脅威を優先し前年度同様に運動会、

夏祭り、盆踊りは中止。敬老会は３蜜を考慮し対象者に「今治タオル」を訪問贈呈という方法をとり

ました。▼コロナ禍の中、安心安全な視点から防犯・防災活動（小・中学校区パトロール、災害時の

マンホールトイレ設置訓練）、環境美化活動（ゴミ集積場の増設、出し方の啓発、リサイクル推進）ま

た、子育て支援、高齢者の健康、福祉、見守り等についても関係者等それぞれ創意工夫され実施され

ました。今年度は５０周年の節目となり、記念誌、会館

の改修を行い、新しい浅間台へスタートしました。▼一

方で、この２年間に亘る地域行事の中止等はこれまでの

課題をより明確にしました。その一番目は①祭り等中止

により地域行事の伝承の困難性、②新たな役員の担い手

不足による自治会運営の困難性です。この課題を少しで

も解消する為に、今年度は四役、専門部等との意見交換

や大石地区自治会への実態調査も実施し今後の運営の

参考にしました。▼自治会の役割は「同じ地域に住んで

いる人々が仲良く助けあって暮らしていこう」とする考え方は今も、昔も変わりません。浅間台にお

いても少子高齢化が進み、日常の困り事（ゴミ出し困難、買い物等生活面の手助け等）は今後、更に

増加すると予想されます。▼その為にも若者、現役世代、元気な高齢者、女性等多くの人が地域の担

い手として自治会運営に参加して戴き支える側としての協力が一層必要となってきます。▼一日も早

い「コロナの収束・終止符」を祈りながら、今後の自治会運営への積極的なご意見、ご要望等も気軽

にお寄せください。宜しくお願いします。（2021 年度の浅間台自治会の加入率は 58.6％で高くはあ

りません。特に北上尾駅に近い 1 丁目 51.2％、2 丁目 51.6％で加入率は厳しい状況です。） 
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次号の発行予定は 5 月初旬です 

★★ 本年度 総会は書面での決議の予定です！！ ★★ 

誰もが幸せ浅間台（SDGs） 



～サークル活動から～ 

＊＊～浅間台フォークダンスクラブ ！～＊＊  ～三石ルボミ～ 

季節の変化を感じつつ、ほっこりする気持ちに喜びを持ちながら、このコロナ禍、世界の人々が収束

を心一つにして願い続ける状況と思われます。▼私自身責任ある仕事を離れ、３６５連休をいかに有意

義に過ごすか、模索の日々でした。そんな時に出会ったのがフォークダンスです。浅間台フォークダン

スは、リーダーさんを含む２２名で毎週金曜日に活動しており

ます。▼平均年齢は７６才前後と思われますが、皆さんお休み

することなく、世界の国のダンス曲によいしれながら歳を感じ

させない動きで、身も軽やかに約２時間踊り続けます。人生の

先輩方心身共に健康でお若くいられるのは、毎週楽しんでおら

れるフォークダンスのお陰と言っても過言ではないと思いま

す。▼私は尊敬する素敵な先輩方のお手本をもとに、こうして

楽しめる事が幸せなことと感謝しつつ、この生活が続きますこ

とを願っております。 

 興味がおありの方はどうぞお立ち寄りくださいませ。 

 活動日：毎週金曜日 午前 9：30～11：30、活動場所：浅間台会館 

＊＊～太極拳で健康維持は如何ですか！！～＊＊ ～浅間台凛々クラブ～ 

毎週月曜日（月３回）9：30～11：30 浅間台会館に於いて、太極拳の練

習を行っております。太極拳は武術ではありますが、俊敏性や体力を競うも

のではなく、静かに護身のための動きの体操と思っております。▼したがっ

て、どなたでも参加出来ます。柔軟性を補う準備体操、主に 24 式太極拳、

整理体操と約 2 時間の練習を行っています。コロナ禍の感染拡大時期は休み

ますが、練習は約 2m の感覚を開けて行っています。体験すると、体の柔軟

性が良くなり、健康維持につながります。（プラスぼけ防止？）気軽に一度遊

びに来ては如何ですか？ 

～関連団体の活動から～ 

＊＊令和４年度は新しい気持ちで自治会を盛り上げよう!!＊＊ 

＜相談役会 会長 友光  豊＞ 

浅間台自治会では令和２年度・令和３年度の定期総会は令和２年１月からの新型コロナウィル感染症

の発生で２年間、書面議決という異例対応となりました。令和２年４月から上尾市では事務区から自治

会制度に移行しました。コロナ禍で緊急事態宣言等の発令で当初予定していた会議、行事、イベント等

中止・延期となりました。▼相談役会も比較的感染者数の少ない日を予測して令和 3 年 2 月 27 日に

四役から自治会長・代行２名の出席を得て第１回相談役会を実施し

ました。令和４年度は役員改選の年に当たっており、新しい気持ち

で自治会を盛り上げよう!! 「わくわくさわやか浅間台」50 年の積

み重ねで躍進してきましたがコロナ禍でコミュニケーション不足

になっており、PR 活動の大切さを痛感しています。▼私達も思い

やりの発信基地となり、いつも心の支えであり続けたいと思います。

▼今年度は、どのような状態になるのか解りませんが、あらかじめ

予定していた事業計画の会議、行事、イベント等を実施して行きたいものです。 



～専門部から～ 

＊～浅間台の街づくりにお友達と参加しませんか～＊＜防犯交通部 野本 和彦＞ 

防犯交通部では、緊急時での警察や市との連絡を取り合いながらの

対応はもとより、日頃から①朝の児童生徒の登校での対応 ②放課後の

幼児・児童・生徒への安心安全の対応 ③年金支給日の金融機関での啓

発活動 ④中学校区の青パトや自転車で児童生徒の集まる場所での対応 

⑤地域の夜間パトロールでは、街灯やミラーの数や場所を確認したりし

て、いつでも誰もが安心できる街づくりに努めています。▼パトロール

中の道路や公園では、街の美化も兼ねゴミを回収しながら安心安全に努

めています。先ずは男女こだわりません。自転車に乗れる方お友達と参

加しませんか。（現在自転車隊員は 13 名です）  野本和彦（℡

772-6089）連絡お待ちします 

＊＊～古札納所（こさつおさめしょ）について～＊＊～＜祭典部部長 青木 守＞ 

令和４年も 1 月 7 日まで浅間台氷川神社に古札納所を設けましたが、マナーが周知されていないよ

うですので、あらためてご紹介いたします。▼古札

納所は文字通り古い御札・御守をお返しいただく場

所であり、他所で入手された熊手や達磨の廃棄場所

ではありません。また、外した正月飾りをお持ちい

ただいても氷川神社ではどんと焼き等の行事は行

っておりません。いずれもただの可燃ごみとして西

貝塚環境センターに送っています。つまり神社に持

っていけば適切な処分なるということはなく、単な

る投棄になります。▼そもそも御札・御守はもらい

受けた神社やお寺へ自らの足で返納することがマ

ナーであり、宗派の違う寺院や、違う神社への返納は失礼に当たるとされています。▼ご利益（ごりや

く）を期待して授かった御札・御守や験（げん）を担いで購入された縁起物の終いについて、いい加減

な形で済ますのではなく適切に心を込めて供養いただければと思いこの場でお伝え申し上げます。（参

考：https://www.e-sogi.com/guide/18482/「古くなったお守り、どうすればい

い？」） 

 

＊＊～「いよいよマイカー！～＊＊ ＜環境美化部・部長 樅山英男＞ 

 資源ゴミの回収は軽トラックを２台借用して行っていましたが、昨年９月末で１台が借り入れ満了と

なりました。もう１台もいつ借り入れ満了となるかも知れず、購入の話が具体化しました。 

 中古車に的を絞って町内の業者を選定し、見積金額と内容を検討し部

の総意をもって四役会と理事会に諮り了承を得たので購入に向けて動

き出します。▼これによりいつでも回収作業が可能になり、又、町内の

イベントにも寄与することになります。区民の皆様個人でも利用 OK

（有料です）です。部としては初めてのマイカーなので、管理運営規則

を整備しています。▼購入は今年度末～来年度早々を目論んでおり、駐

車場は会館中庭の一画を予定しています。  以上 

 

2022 年浅間台元旦祭ユーチューブで！QR コード 

https://www.e-sogi.com/guide/18482/


＊＊～浅間台お助け隊 活動開始に向けて準備中～＊＊ 
＜浅間台支えあいの会会長 西脇正典＞ 

日常生活支援活動に関するア

ンケートを2018年12月に実

施してから約３年が経過してし

まいましたが、本年４月から活

動を開始することで準備を進め

ています。活動の主体は浅間台

支えあいの会お助け部とし、事

業の名称を「浅間台お助け隊」

とする予定です。▼浅間台お助

け隊の実施案は右記のとおりで

す。事業の具体的実施方法をま

とめた実施要領の作成とともに、

利用会員からの申込みを支援員

につなぐ受付窓口を担う事務局

の運営マニュアルを作成するこ

とにしています。これらの作成

を３月末までに済ませることに

していますが、次の機会に回覧

または配布物でお知らせします。

▼この活動を行ううえで支援員

の人材確保が肝要であることか

らアンケートの追加調査を済ま

せ約 20 名の方から〝協力でき

る”又は〝空いている時間なら

協力できる”との回答をいただ

いていますが、さらに支援員に

なっていただける方の募集を考

えているところです。▼少子高齢化が進む中で、核家族の若いご家庭や一人暮らしの高齢者が『地域の

中で安心して暮らせる浅間台に地域住民同士の助け合いによってつくっていく』ためにこの事業を立ち

上げるものです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

～「ゴミ集積所（ステーション）マナー向上作戦」のご案内～ 

～みんな気にしているごみの散乱～ ＜広報委員 ＞ 

 先日ホームページからこんな投稿がありました。「県外の者ですが、家

族が浅間台 3 丁目に住んでいて、ごみ収集の日にカラス被害でごみが道路

いっぱいに散乱しているのを何度か見かけました。（収集時刻が午後なので

被害も大きいです）他の自治体での対策情報を目にしました。地面に置い

たごみ袋はネットをかけてもつつかれるが、30cm 程度の箱に入れて高さ

を上げると被害を防げるというものです。余計なお世話かもしれませんが、

検討してみてはいかがでしょうか？」 

▼以下の返答差し上げました。「丁寧にゴミステーション問題へのアドバ

 

住民同士の助け合いにより日常生活支援サービスを有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで実施する事業 

 

浅間台お助け隊 

家事支援 

サービス(支援)内容 

子育て支援 外出支援 労務支援 

買物代行 

ゴミ出し 

話し相手 

通院同行 

散歩付添 

買物同行 

 

子供の送迎 

子供と留守番 

 

庭の草取り 

庭木(低木)剪定 

家具移動 

電球交換 等 

 

話し相手 

利用料金 

利用会員 支 援 員 賛助会員 

入会金 1,000 円 

利用料金（1 人１時間） 

５００円 

活動報酬（１時間） 

５００円 

年会費(1 口)1,000 円 

何口でも可 

 

手続きの流れ 

利用する人 

 

活動する人 

 

受付窓口 

 

③ 活動依頼 

⑦ 活動報酬支払 

⑥ 報告・連絡・相談 

★感染症の流行など社会情勢に応じて実

施方法を変更する 

★身体介護に類するサービスは行わない 

★専門知識または専門技能を必要とする

サービスは取り扱わない 

受付窓口の専用携帯電話  000-0000-0000 

受付時間  平日の午前１０時から午後４時 

 

※子供とは幼稚園児、保育園児

(2 歳以下を除く)をいう 

利用会員 

 

事務局 

 

支援員 

 

実施案 



イスありがとうございます。当会としても一昨年よりゴミステーションマナー向上作戦を展開しており

ます。なかなか改善には課題が沢山あります。頂いたアドバイスを役員に本日共有させていただきまし

た。「誰もが幸せ浅間台（ＳＤＧｓ）」魅力的なまちづくりに取り組んでおります。環境美化の一環や住

みやすい街にするためにもゴミステーションのマナー向上作戦は今後も取り組みますのでご指導のほ

どどうぞ宜しくお願いいたします。」▼街の住みやすさの基本は整備された綺麗な環境です。今後も環

境美化・ゴミステーションのマナー向上作戦にご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。 

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

私は 40 数年前ある団体に就職した。学校での専攻が居住学ということで

あり、その団体を選んだ。そこは大規模な団地を建設供給し管理運営する。

団地の住宅は小さいので、住民のための集会所を設置するのが常識だった。

▼そこから思うに浅間台会館は 50 年前に建設され.、当時としては破格の規

模の会館だっただろう。それから 50 年にわたって会館は浅間台の人々の交

流の場として地域を支えてきた。今回、会館の改修にあたっては今後 20 年

の使い勝手を考え、次世代の自治会を支える人々の交流を拡大するための仕

組みを取り入れたつもりだ。それがデジタル浅間台構想。現在スマホ 1 台で

いろんなことが可能になってきている。▼会館の予約などもスマホから確認

し登録することも可能だ。活動状況のスマホへの配信も可能になる。現時点

ではまだスマホアレルギーの方もいらっしゃると思うが、

時代は進化している。まだ新型コロナの蔓延を科学的なデータを示さずに煽ってい

るマスメディアがあるが、スマホを活用すればより科学的なデータの収集が可能に

なる。▼しかし、デジタル化が進めばフェイクニュースも増える。それらに対抗す

るためにも、地域社会での継続的な学習が必要だと考え

る。会館にはそれらを学習するのにふさわしい環境が整

い始めている。さらに地域には学習会の講師もいるはず。会館は自治会員であれば無料で使えるから、

浅間台の資産資源の積極的活用が望まれる。だから新型コロナ終焉の見通しが立った段階でスマホ学習

会を開催したいと思う。多数の参加を期待します。交流は地域の活力を生みだします。 

～「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」を嚙み砕いてみると！ 

「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。では嚙み砕いて「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）」「良好な人間関係

（ご近所づきあい含めて社会活動も）」であり、地域社会や企業経営では「環境（Environment）」（「経

済（Economy）」「社会（Society）」の三側面を健康（統合的向上を達成する）にし

ようと努力すること。現在、この三側面が危うい状況、ガタガタになりつつあるので

世界が結束したのが SDGs なのです。▼しかし、自分事としても三側面の課題はつな

がっています。SDGs を遠くのことと考えないこと。自分の身近なところに置き換え、

そして行動してみることが大切では

と思います。 

◆そこで今回は第一の目標「貧困をなくそう」を考えてみましょう！：貧困とは「お金がなくていろい

ろなことにこまっているということ」。 

◆日本の貧困（ひんこん）：「7 人に 1 人」？日本には、お金がなくておなかが減って

もご飯を食べられない人や生活に必要なものを買えなくて困っている人が厚生労働省

の調査では 7 人に 1 人となっています。これは小学校１クラス（35 人）に 5 人いる

デジタルプラットフォーム浅間台の QR コード 

SDGs目標１貧困ってなに？【アニメでわかる SDGs】YouTube 



ことになります。▼どうしたらいい？➠それぞれの立場でできるサポートしましょう。ヒント１：ＮＰ

Ｏ法人カタリバ、どんな環境に生まれ育っても子どもたちが未来を創造できるように

サポートしている 

◆身近な貧困（ひんこん）：「86.7％」：ひとり親家庭は貧困になりやすく、約半分の

48.3%の家庭が貧困です。 なかでも、お母さんだけのひとり親家庭は貧困になりや

すく 86.7% 「家庭は「生活が苦しい」といっています。▼どうしたらいい？➠：

NPO 法人キッズドア：子どもたちが夢や希望を持てるように 無料の生サポートを行っている。 

◆世界の「ひんこん」：10 人に 1 人：世界には、家にお金がなくて学校に行かせてもらえず、 毎日動

いている 子どもが約 1 億 6,000 万人もいます。 これは世界の子どもの 10 人に 1 人の です。 友だ

ちと遊ぶこともできず、ケガをしやすい危ない仕事もさせられています。 前 7 時か

ら夜 11 時まで、1 日 16 時間も働かされている子 どももいます。 「児童労働」と

呼ばれ、世界で問題になっています。▼どうしたらいい?➠NPO 法人シャプラニー

ル：南アジアの貧しい人たちに支援を行い、すべての人にとってよりよい社会の実現

を目指している 

◆悲しい「ひんこん」：1 万円：お金がなくて、たった 1～2 万円のお金のために子どもを売ってしま

うお父さんやお母さんがいます。 また、いい仕事があるとだまされて遠いところまで連れていかれ、

にげられずにいやな仕事を無理やりさせられている子どももいます。 だれにも助けて

もらえず、相談できずに毎日モノのように扱われています。こういった問題を「人身

売買」 といいます。▼どうしたらいい?➠NPO 法人かものはしプロジェクト：子ど

もが売られる人身売買をなく し、だれもが未来への希望を持って生きられるように活

動している。 

 

◆【上尾市内の SDGｓ関連ニュース：中学生も協力「子ども服交歓会」！！】 

➠上尾東中学校の中学生自分たちが着なくなった服を５３０着収集；子ども服交歓会 

◆去る１月 23 日に予定していた「おおきくなったね！×おおきくなってね！」子ども

服交歓会は、新型コロナウィルス感染症の状況により、中止にしました。そして、予約

していた１２０人ほどの方たちに、自分で服を選ぶことはできないけれど、「福ふく袋」

にしてお渡しすることを案内しました。お申し出があった６０組ほどの方の、希望に沿

った服をボランティアスタッフが選んで、できたところから順次、お渡ししています。▼

また、上尾東中学校の中学生たちが、学校内に呼びかけて、自分たちが着なくなった服を

５３０着集めてくれました。そして、大きいサイズの服の「福ふく袋」を作ってくれてい

ます。交歓会はできなかったけれど、別の形で循環を止めることなく、子どもたちに服が

届けられて、中学生とも連携してできて、よかったです。（認定 NPO 法人彩の子ネット

ワーク） 

 関連情報：「こども応援ネットワーク埼玉」（埼玉県  福祉部  少子政策課）➠QR 

※参考文献：「小学生からの SDGs」著者深井宣光／2021 年 11 月 他 

 

 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） 

◆上尾市も「上尾市子どもの貧困対策計画」を令和 4 年度から 3 か年計画を立案して推進すること

としています。そのビジョンは「子どもたちが、夢や将来を思い描き、前向きに挑戦し、豊かで幸せ

な生き方を切り拓く力を育むことのできるまち「あげお」を目指します」です。▼ビジョンを実現し

ていくため、「教育の支援」「生活の支援」「就労の支援」「経済的支援」「包括的支援」の 5 つの柱を

設定し、計画を推進していくこととしました。詳細は上尾市 子ども未来部 子ども支援課に！ 


