
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～今年度も新型コロナウィルス感染拡大で異例対応～ 

 
2021 年（令和 3 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 3 年 4 月 17 日 

議決個数 回収 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否 賛 否

209 146 146 0 146 0 146 0 143 3 145 1 145 1 145 1 63

69.9%

69.4%

未回収

69.9% 69.9% 69.9% 68.4% 69.4% 69.4%

７号議案

回収率と賛成/回収

賛成/議決戸数

100.0% 100.0% 100.0% 97.9% 99.3% 99.3% 99.3%

1号議案 2号議案 ３号議案 ４号議案 ５号議案 ６号議案

 

 

 

第 45 回浅間台自治会運動会は新型コロナウイルスの感染、変異コロナウイルスの感染が全国で拡大して

いる状況の中、埼玉県にもまん延防止等重点措置の対象となり、他地区のイベントの延期・中止等を鑑みて、

中止することといたしました。▼現在代替イベントを模索しており、昨年好評頂いたスタンプラリーの実施

を考えております。ついては自治会の他の行事との兼ね合いや、浅間台大公園の空き状況などを勘案して、

後日開催スケジュールのご連絡をさせていただきます。▼新型コロナウイルスに関する社会情勢がどのよう

に推移するか分かりませんが、少しでも浅間台自治会員の皆様に楽しんでいただけるような企画をご用意出

来る様考えております。近くなりましたら改めてご案内いたしますので、何とぞご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。（部長 青木俊樹） 
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次号の発行予定は６月中旬です 

5月 30日（日）開催予定第 45回浅間台地区運動会は中止となります。 体育部 

 ～令和 3 年度のスタートにあたり～ 

      浅間台自治会 会長 池野耕司 

風薫る、青葉若葉の新緑の季節となりました。新型コロナの感染拡大が発生し既に１年以上経過し、

日常生活や地域活動は大きく変化しました。▼今年度も「予期せぬ変異ウイルスの克服」、「ワクチン

接種」等への取り組みの中で動き出しました。自治会行事もこの影響を受けて中止や自粛等で苦慮せ

ざるを得ない状況にあります。町内の皆様の安全・感染対策を最優先し運営してまいる所存ですので、

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。▼さて、浅間台は昭和４６年に上尾市土地区画整理事業の

完成に伴い「沖の上」という地名から現在の名称に改定されて 50 年が経過します。今後の自治会を

維持発展させる為には誰もが気軽に地域活動に参加して戴きたい。その為にも新たな担い手の増大や

活動内容の改革等について検討します。▼「自治会を育てるのは自治会員」です。皆様の積極的な忌

憚のないご意見をお待ちしています。会員各位のご健勝を心から祈念申し上げます。 



 会館管理部の活動            ＜ 会館管理部長 中村 誠司＞ 

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管理部の使命である維持管理では、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・全館防虫消毒・大掃除などを実施するとともに、昨年度は新型コロナウ

イルス感染症の予防措置として、非接触型体温計の設置、アルコール消毒の常備等に加え、「コロナ対策に対

するルール」を策定（浅間台自治会だより令和 2 年 12 月号参照）する等、会館の利用者の安全に配意して

まいりました。また、節電対策を徹底するため、昨年度に引き続き今年度もエアコン使用時の設定温度を「夏

季 28 度」「冬季 20 度」とすることにご協力をお願いいたします。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。 

ゴミ集積所・あれこれ           ＜環境美化部長 樅山 英男＞ 

集積所の数は浅間台地区の集積所の数は年々増加し、令和元年度末で 113 ヶ所でした

が、２年度末では 136 ヶ所になっています。▼形状のタイプはブロック囲いやコンテ

ナ式の集積所は地区全体で 92 ヶ所あり、ゴミの散乱もなく環境美化や衛生に資するも

のです。一方で、道路や畑、空地の一画を利用したネット掛けの簡易集積所が、地区全

体で 39 ヶ所あります。▼ゴミの散乱やカラスのいたずらもあり、これの改良は自治会

としてゴミ出しマナー向上の一端でもあります。その中間的形状なのが、路上折リタタミカゴ形式の集積所

で、地区全体で５ヶ所設置されています。収集日にカゴを出し入れするもので、路上ネット掛け式に替わり

うる形状となりえます。▼簡易型からどの形状にするにしても、地権者や道路管理者との交渉、費用の捻出

などハードルが高いのも現実です。▼その他には駅への出勤途中なのか、ゴミを集積所にポイ捨てする人が

います。どこの住民か不明ですが、マナー、ルール違反は困ります。 

浅間台共有会について       ＜会長 友光孝子＞ 

私たち共有会は、先祖代々浅間台に生まれ育った住民で、氷川神社の土地、浅間台会館及び薬王寺の土地、

浅間台共同墓地を所有・管理し、氷川神社の土地、浅間台会館及び薬王寺の土地につきましては無償にて浅

間台自治会に貸与している団体です。▼そして、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、浅間自治会の運動会、花祭り、夏祭り、元旦祭等、多くの行事に参加協力をさせていただいております。

▼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

をいただき、墓地使用者が安心して、そして厳かに先祖をお守りいただけるよう墓地清掃、施設改修等の活

動をしております。▼これからも、浅間台共有会の活動にご支援ご協力をいただき、共有会といたしまして

も、浅間台自治会のご発展に邁進する所存でございます。 

「いきいき浅間台」の最近の動向     ＜総務 尾形一法＞ 

高齢化に伴い会員数が減少傾向にある。レク部の踊り部は高齢化のため一昨年解散した。親睦部の中で「だ

んらんの家」の活動を行っていたが親睦部の数が減り、「だんらんの家」の活動は「支え合い会」の活動に移

行した。▼それでも、グラウンドゴルフ部は 60 人を超える会員で、毎週火曜日午前中記録会を盛んに行っ

ている。その他ゲートボール部・レク部（ダンス部・カラオケ部）書道部も盛んに活動を行っている。▼近

年、65 歳～70 歳まで現役で働く人が増えたため、「いきいき浅間台」に入会する人が少なくなっているが、

余裕ある方は会員に声をかけていただけたらと思います。 

「子供会育成会」について       ＜前会長 尾形一法＞ 

平成 24 年規約改正で子どもの親でなくても役員になれるようにした。子ども会役員の負担軽減策である。

それ以来、数人の引退シニアが子ども会活動にかかわるようになった。▼浅間台地区全体の行事（運動会・

夏祭り・盆踊り）に参加することはもちろんのこと、子ども会のみの行事、キャンプ・かるた大会・ハロウ



ィン・餅つき大会・クリスマス会なども定着して実施してきた。▼今回次世代に受け継いでもらうため、会

長を若手の実績ある杉木氏にお願いした。 

～自治会からのお知らせ～ ～自治会しおりの訂正～（お詫びして訂正申し上げます。） 

 

～ 「会館改修その３」 ～＜会館改修部会長 舘内 正敏＞ 

解決すべきこと :共助は手軽な交流から始ります、共助は地域を豊かにします。浅間台の貴重な資産の有

効活用は会館の留守番から始まります。▼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、活用しているのは昔からの団体で新規参入がないから、 現時点での稼働率は 30%以下、特に

夜間はほとんどなしの現状です。▼昼間、自治会関係者の留守番を置くために、快適な留守番環境を整備し

ます。マージャンしながら、お喋りしながら、読み聞かせを聞きながら、本を読みながら、ビデオを見なが

ら、自治会の作業をしながら留守番が出来る、会館お喋りホール

を５月中に作ります。▼さらに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状態なので、

googlesite などを活用して会館のスケジュールサイトを作る予

定です。サイトで使用を受け付ける事が可能になります。また連

絡メールを開設する予定です。会館に PC を導入しました。

tarouasama66@gmail.comで情報交流が可能になる予定です。

▼個人が気楽に利用できるスペースは留守番スペースと兼用です。

現代的な設備が不十分、特にインターネット設備が不十分なので

改善する予定です。▼また一丁目では、丁目単位の夜間利用を促

進する丁目サポーター活動で自治会会員に対し情報サイトの活用

を普及させる予定です。▼自治会員のグループなら会館利用は無

料、鍵の受渡しはスマートロックを活用することを検討していま

す。現在の玄関ホールを改修して留守番に快適な場を作ります。

この場所で会館の利用状況確認や申込も出来るようになります。

▼また、湯沸室を拡張整備し、持込会食などが出来るような厨房

設備を設置します。 

 

～「ゴミ収集所（ステーション）マナー向上作戦」のご案内～  
「ゴミ集積場について」       ４丁目Ｂ 副会長 太田節一 
 昨年度中にアパートオーナーのご理解とご協力を得て２つのゴミ集

積場が作られた。これで世帯数が似通っている４丁目Ａとほぼ同数のゴ
ミ集積場が確保され、更に今後４Ｂ地区には新築住宅は見込めないこと
から現在の 19 か所のごみ集積場に「決められた日に分別されたゴミ」
を出すことを更に周知徹底してゆきたい。 
「普通ごみは何曜日だっけ？」「いつもごみ出し忘れちゃう…」「これ

は何ごみ？」「粗大ごみの出し方がわからないなぁ…？」そんなお悩みを
すべて解決します。試してみよう!!ごみ分別アプリ「さんあ～る」           



～50周年記念誌発行にむけて～  ＜編集委員長；若島 敏夫＞ 

 本年度は浅間台自治会（一昨年まで浅間台区）は 50 周年を迎えます。その記念として「50 周年記念誌」

を発行することしました。新旧四役含め各団体より委員 15 名を選出していただき、「50 周年記念誌編集委

員会」編成して進めて参ります。2021 年 3 月 7 日第一回編集委員会を開催し、議論させていただきまし

た。皆さんの意見をとりまとめ、以下の方針で編集予定です。発行は 11 月を予定しています。 

▼１．子どもにはいつまでも・移ってきた人には住んでよかったと思える街づくりを中心に「浅間台 50 周

年記念誌」とする。▼２．配付は自治会員だけではなく、浅間台の市民全員とする。全戸配布分はＡ３裏表

1 枚程度でカラー写真付き手に取ってもらえるようにする ▼３．保存版は総ページ数２０～３０くらいに

押さえ、データー化したものの紹介や見方を伝える。 ▼４．街の誇りや自慢できることを紹介し、街づく

りに参画したいと思って読んでもらえる ▼５．多くの人が参加して作り上げる（プロセス重視：共助・互

助につなげる） ▼自治会員の皆さんへのお願いですが、現在の「わくわくさわやか浅間台」にプラスした

キャッチコピーを開発することになりました。一案として人生 100 年時代に対応し

た「共助・互助の街・わくわくさわやか浅間台！」は一案かなと考えております。5

月 20 日までに応募いただければ幸いです。その他アイデアや意見なども。編集委員

会事務局は以下の 3 名です。（若島・舘内・久保） 

電話や FAX（048-775-0131）でも。5月２０日までに！ 

 

 

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４月 25日現在 897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！ 

アイデアや意見は

こちらから➠ 

▼1．県境をまたぐ移動の自粛（特に、従来株より感染しやすい可能性がある変異株により感染が拡大し 
1．県境をまたぐ移動の自粛（特に、従来株より感染しやすい可能性がある変異株により感染が拡大して
いる大都市圏等との往来自粛。加えて、大型連休等、人の移動が活発化する時期に際して、感染が拡大し
ている地域との往来を強く自粛すること。）▼２．日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛（医療機関へ
の通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など、
生活や健康の維持のために必要な場合を除く）▼３．混雑している場所や時間を避けて行動すること ▼
４.感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛 
その他のお願い′▼1．飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、
当該カラオケ設備の利用自粛▼２．ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること。
特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること▼３．飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」
「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底すること▼４．会食・飲み会は、できるだけ、同
居家族以外ではいつも近くにいる 4 人まで（家族の場合や介助者を除く）、長時間にならないようにする
こと ▼５．マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、三密回避を徹底すること ▼６．買い物は、でき
る限り一人で行くこと 

※トピックス： 埼玉県では  令和 3年 4月 20日（火曜日）から令和 3年 5月 11日（火曜
日）までまん延防止等重点措置による県民へ協力要請が発布されました。上尾市は措置
区域以外ですが、以下などが要請されています。 

医療機関で実施する「個別接種」は予約受付は、5 月 10 日（月曜日）午前 9 時 00 分から

開始（直接）。市東保健センターで毎週土曜日・日曜日に実施する「集団接種」の体制を整え

５月８日から集団接種を開始。市では集団接種の流れをまとめた動画が作られています。右

から。 

※トピックス： 上尾市 新型コロナウイルス予防接種について 

ご意見ある方は編集委員へ（四役）へ～自治会ホームページのご案内 
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