
 

                        

 

 

 

                             

 

                                                  

～納涼野外映画の集いのご案内～ 

浅間台自治会にとって大切な行事が２年間に渡り深

刻なダメージを受けています。そこで３密を避けながら

交流する場を野外映画の集いという形を設けることにし

ました。暑い中ですがお子様、お孫様と一緒に多数の参

加をお待ちしております。 

（上映予定映画はシング・アニメーション） 

日時 令和４年８月６日（土） 午後５時～９時 

屋台は５時から、映画は７時から 

場所 浅間台大公園 （小雨決行） 

主催 浅間台自治会 四役会納涼映画実行委員会 

 

～自治会活動と夏祭りについて～ 

      ≪浅間台自治会 会長 池野耕司≫ 

 自治会活動は相変わらずコロナ感染防止の為、大勢の集まりに注意しな

がらの活動です。自治会のテーマは「この地域に住んで良かった」と思わ

れる様に取り組むことです。特に地域に伝わる神事・伝統文化・芸能等を

守り次世代にスムーズに継承する取り組みは大切です。一般的に伝統文化

・行事は一度廃止、途絶えてしまうと再興が困難と言われています。７月

に恒例の夏祭りが開催されました。三年ぶりに重さ４００キロの「お神輿

」を氷川神社境内で披露できたことは今後の「夏祭り」継承の視点からも

有意義であったと考えます。「お神輿」を組み立てるには毎年清掃・管理と

同様に技法等を先輩から後輩へと口承・伝承することも必要です。参拝者、

関係者へ「お御輿」の鑑賞と祭り気分を少しでも体感して戴きました。▼

この「お神輿」は平成 13 年に「浅間台区３０周年記念事業」の一環で購

入した高額で立派な製品です。以来、「疫病退散」、「健康」を願い地域の夏

祭りの風物詩として中断することなく多数の「担ぎ手」により「渡御
とぎょ

」が実施されてきました。この３

年間は祭事（祝詞
のりと

奏 上
そうじょう

、玉串
たまぐし

奉奠
ほうてん

）のみで神
しん

賑
しん

行事・直
なお

来
らい

は中止を余儀なくされています。今年の

夏祭りを通して祭典部はじめ睦会、囃子保存会の皆様が日頃より伝統文化の継承を粛々と行われていた

と考えています。改めて関係者に深甚なる感謝を申し上げます。▼今後の自治会活動はコロナ感染急増

の視点で熟慮・工夫を要する行事もありますが、一方で「こういう時だから親睦交流を図る」という考

えで取り組むことも必要です。皆様には自治会運営への積極的なご参加・ご意見・ご要望等お聞かせ戴

き一層のご指導・ご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。 

発 行 令和４年７月 第 2022‐２号 

創 刊  平成 ７年５月  通算 139 号 

発行責任者 自治会会長 池野耕司 

 

次号の発行予定は 9 月初旬です 

誰もが幸せ浅間台（SDGs） 



～関連団体の活動から～ 

～こんにちは。浅間台ソフトです～  ＜女子ソフ ト部 部長 鈴木 江美子＞ 

私達は、毎週土曜日 PM2:00〜練習をしております。練習場所は平方スポーツ広場やかしの木学園

です。浅間台大公園はグランドの抽選がなかなか当たらず使えません。▼試合は、上尾市の大会や全国

大会へ繋がるエルダー大会やエルディスト大会など色々な大会へ出場しております。皆、個々の用事が

ある中で練習に励んでいます。もちろん、用事がある時は用事を優先し参加できる時に練習や試合に参

加しています。▼昨年のこの浅間台だよりの投稿によって、初めて 1 人入部希望者から連絡をいただき

ました！とても嬉しかったです。ずっと、ソフトボールをやりたかったんです！と言われた時は涙か出

ました        まだまだ、ソフトより大事なことがあるのでなかなか参加はできていませんが練習に来れ

る時は、来てくれています。▼少しでも、体を動かしてみたい方、経験者、未経験者関係ありません。

熱血指導いたします。とりあえず、見に来るだけでもＯＫです。一緒に汗を流しましょう！ご連絡お待

ちしております。 

～「交通安全は家庭から」を合言葉に～     ＜交通安全母の会 原田 孝子＞ 

今年も新型コロナウィルス感染拡大防止のため、例年夏休みに開催していた交通安全教室は中止とな

りました。▼夏休みは子供たちが 1 人で自転車や徒歩で移動することが増え、交通事故が多くなります。

引き続き、子どもたちには道路では遊ばない、自転車に乗るときはヘルメットを着用するなどの交通ル

ールの確認をご家庭でもよろしくお願いいたします。▼今年度の会員募集（100 円募金）は７７６件

の加入がありました。全額を大石地区に納め、上尾市交通安全母の会連合会の活動にも役立たせていた

だきます。ご協力ありがとうございました。 

～大石中学校環境対策部の活動～    〈大石中ＰＴＡ環境対策委員会 芥川 理恵〉 

大石中学校環境対策部では、子ども達の安全を守るためにパトロールを中心に活動しています。登

下校時のパトロールをはじめ、学期ごとの長期休みには大石小、大石北小、大石中の三校合同で学区内

の商業施設や公園等のパトロールを行っています。▼また、上尾市学校安全パトロールカー（通称青パ

ト）講習会に参加し、パトロールカーの運転や同乗をし、地域の皆様と協力しながら交通事故や非行防

止、不審者などから子ども達を守る活動に取り組んでいます。▼学校、ＰＴＡ、地域が連携しパトロー

ルを行うことで、児童生徒の登下校時の安全だけでなく、地域全体の防犯に資することが目的です。皆

様と協力し合い、より良い安全な町になるように努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願い

致します。 

～大石小学校 PTA活動～         〈大石小学校環境対策委員会 丸山さとみ〉 

地域の皆様、いつも子供たちの登下校を温かく見守って下さり、誠にありがとうございます。浅間台の

大石小学校環境対策委員会では、長期休みのパトロール活動や登下校時の班編成などを行っております。

コロナ禍に加え、気温の上昇など過酷な状況下での登下校の中、引き続き安心と安全な環境づくりの為

に活動を続けて参ります。地域の皆様、保護者の皆様、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

～浅間台睦会の活動紹介～         〈浅間台睦会 会長 小森谷 明彦〉 

新型コロナウイルス感染が、いまだ終息しているとはいえません。▼暑い中での浅間台の夏祭りですが、

盛大に実施する状況までには至っておりませんので、内容を大幅に変更して実施する予定でいます。 

変更する部分は子供神輿・大人神輿の町内渡御を実施しない点です。渡御の場合は神輿の担ぎ手が大勢

必要になるため、夏の暑い中、密の状態になりマスク着用の場合、熱中症の危険があるためです。ご理

解よろしくお願いいたします。▼夏祭り恒例のお囃子の響き、威勢のよいお神輿の渡御を毎年楽しみに

していただいている皆様には、ご期待に添うことができず、心苦しく思っております。ただし 神輿に

ついては神社境内に展示を予定します。神輿の設置・飾り付け等神社で行いますので、神社で夏祭りの

気分だけでも味わってみてはいかがでしょうか？ ▼来年度こそ盛大に夏祭りが実施できることを願

っております。 また 睦会では仲間を募集しています、興味のある方気楽に声をかけてください。 

                   



～囃子保存会の活動紹介～        〈浅間台囃子保存会 会長 小森谷 明彦〉 

皆さんこんにちは、囃子保存会です。昔ながらの笛・太鼓の音は人々の心を浮き立たせる響きがあ

ります。この笛・太鼓の演奏が町内会のいろいろな行事を盛り立てる役割を担っていると自負しており

ます。▼披露の場としては夏祭り・元旦祭等。メンバーは、下は小学生から上は 70 歳以上まで、いろ

いろな年代の人々が一堂に会して、お囃子の曲を練習しています。練習は週 2 回。場所は浅間台会館の

隣にある「薬王寺」です。練習の後はメンバー同士で色々語り合い、親睦を図っております、これも楽

しみの一つです。▼みなさん 私たちと一緒に、笛・太鼓の音を響かせて祭りを盛り上げてみませんか？

たくさんの参加をお待ちしております。興味ある方連絡ください。連絡先は 773-3570 まで、また薬

王寺での練習の見学だけでも OK です。 

 

～好評につき、部員募集継続中！ 今度は貴方が主役になる番です～ 

    ～浅間台クラブ（男子ソフト部）～ 

昨年の「浅間台区だより」で広報した甲斐もあり、3 名の新入部員が加わりました。部員の勧誘によ

って入部された方、浅間台に転居され運動を始めてみようと入部された方、息子さんが少年野球チーム

を卒団し日曜日の時間が空いた方など入部に至るプロセスは様々です。部員総数も 24 名となり、毎週

行っている練習も効率的で活気溢れるものとなってきました。▼野球やソフトボール経験のない選手に

も基礎から技術をコーチングするスタッフも数多くおり、テニス・バレーボール・サッカーなど異種目

出身者でもレギュラー選手として現在も活躍をしております。▼私たち浅間台クラブ（男子ソフト部）

は上尾市ソフトボール協会に加盟し、一般Ⅱ部と５０歳以

上の選手で構成する実年部で活動を行っています。大会は

日曜日に行われますが、仕事や個人の都合その他で部員全

員が揃うことは難しく、場合によっては選手集めに苦慮す

ることもあります。▼そのため今年も引き続き部員募集を

継続することになりました。この記事を読まれている皆さ

ん、私たちと一緒に汗を流してみませんか？経験の有無は

問いません。今度は貴方が主役になる番です。大会日程の

ない日曜日は、午前中浅間台大公園を中心に練習を行って

います。一緒に運動しませんか。健康管理のためにもお勧

めです。興味のある方は、ぜひご連絡ください。電話・メールをお待ちしています。 

 電話：090-3203-5020（担当：大内）Email： asamadaisoft@gmail.com 

～専門部から～ 

～ウォーキングスタンプラリーのご報告～  〈スポーツ部 部長 工藤 喜史〉 

浅間台スポーツ部では、運動会に代えて、密を避けつつ皆で体を動かせるイベントとして、「ウォー

キングスタンプラリー」を企画し、5 月 15 日（日）に実施しました。浅間台の各公園（第二公園、第

三公園、第四公園）を歩いて回りスタンプを集め、大公園がゴールです。各公園ではミニゲームとして、

ピンポン玉すくい、ホールインワン、サイコロ転がし、かけっこ、フライングシューズも実施しました。

▼前日までの雨も上がり、好天のも

と、約 300 人の方に参加いただき、

町内のウォーキングや各公園でのミ

ニゲームを楽しんでいただきました。

▼この場をお借りして、四役会、子

ども会、体育部 OB をはじめ、ご協

力いただきました皆様に改めて御礼申し上げます。 

mailto:asamadaisoft@gmail.com


 ～夏祭り実行委員のみなさんへ～        〈祭典部長 太田節一〉 

コロナ禍で執り行われた今年の夏祭りは、神輿の町内渡御はせずに氷川神社境内に大人神輿と子供

神輿を展示してその雄姿を観て頂く方法で 9 時～11 時半迄開催されました。▼展示の為の下準備で 6

時半から手伝ってくださった実行委員の皆さんは勿論のこと 自主的に実行委員に立候補して下さっ

た「相談役会」「睦会」「お囃子保存会」「婦人会・愛育班」「自警消防団」「防犯交通部」「祭典部 OB 協

力隊」「自治会四役会」「丁目会幹事・班長」の皆様方に厚く御礼申し上げます。▼予め申し込んで下さ

った実行委員以上にご参加頂き用意していた昼飯用のハンバーグ弁当をあわてて追加注文したのは嬉

しい誤算でした。また 婦人会発案の子供達への「どら焼き・ジャガリコ、ジュースセット」も大好評

でした。展示会を盛り上げて下さった皆さんに御礼申し上げます。 

 

～浅間台支えあいの会 元気に活動しています～   〈支えあいの会会長 西脇正典〉 

浅間台支えあいの会は、感染症対策、熱中症対策にできるだけの注意を払って活動しています。皆様

のご参加をお待ちしています。【8,9 月の支えあいの会の活動】 

＜サロン部＞ 

１．さわやかサロン 原則毎月第 4 木曜日 10 時～  

  8 月、9 月は下記の講座を予定しています。 

 ８月…外部講師による手作り講座 ：ハーバリウム製作（材料費 1,000 円） 

 9 月…高齢介護課による出前講座 ：フレイル予防について（参加費無料） 

※今後もいろいろな講座を取り入れ、楽しい時間を提供したく検討しています。 

２．わくわく親子サロン 原則偶数月第 4 月曜日 10 時～     

※8 月は第 5 月曜日、12 月は第 3 月曜日 

３．さわやかアッピーサロン 

毎週月曜日 １４時～  連絡先 嶋田 TEL775-1292 

＜見守り部＞ 「チョッキでお散歩パトロール」をさわやかサロン実施前に実施しています。  

＜お助け部＞ 浅間台お助け隊が４月１日に発足し、お助け事業が開始されています。６月，７月には

利用会員から草取りの依頼があり高い評価を頂きました。事業内容は自治会だより５月号をご覧くださ

い。  ※お助け隊専用電話 090-3015-3301 ：受付時間 月・水・金の１０時から１６時 

＜だんらんの家＞ 

１． ピンポン部 毎週火曜日 14 時～ 

 連絡先 嶋田 TEL775-1292 

２．囲碁部   毎週水曜日 13 時～ 

連絡先 大森 TEL772-6477 

 

 

～浅間台自主防災活動の状況～  〈浅間台自主防災会 会長 池野耕司〉 

 災害はいつどこで起きるかわかりません。災害への対応は個人の力では限界があります。地域の人々

が手を取り合って救助・応急活動を実施しなければなりません

。自主防災組織とは「自分たちの地域は自分たちで守る」「自

分たちの命は自分たちで守る」という自覚が基本です。その為

に日頃から身の回りの防災機材の点検や備えが必要です。▼５

月２８日‥倉庫内の機材の点検を実施 発電機の稼働状況と

操作手順を習得。チエンソーは使用不能が判明する。▼６月１

日‥倉庫内資機材の整備をする。消火資機材(消火器)、避難誘導資機材(ハンドマイク、ヘルメット、拡

声器)、救助用機材(バール、スコップ、のこぎり、タンカー、軍手)、避難生活用資機材(発電機、ラン

タン、投光器、リヤカー、空気入れ、燃料携行缶等)。消火器４本は 2024 年７月まで有効。 

バーバリウムとは 

オイルの入ったガラ

スの小瓶にドライフ

ラワーなどを入れて

装飾を楽しむもの 

車いすをお貸しします 

支えあいの会が所有する車いすを

お貸しします。貸出期間は一週間

程度、無料です。買い物、通院、

旅行などに活用できます。＜問合

せはお助け隊専用電話まで＞ 



その他工具(ワイヤーカッター、電気スパナー)の使用確

認をする。▼大石地区では、７月２日‥大石小学校内の

大石地区防災倉庫の点検をす

る。当日は上尾市危機管理防

災課によるハザードマップ研

修も実施する。自治会におい

てもお互いのプライバシーに

配慮しながら「助け合いの精神」で地域の人々と連携し防災に関する体制を

どのように作るか大きな課題です。その為には日頃より身近な班や近隣で顔

の見える関係を作り上げることが地域防災力の第 1 歩です。自主防災会にお

いては安心・安全な住みやすい地域に取り組むことが大切であり、今後も防

災力を高める活動が期待されています。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

！！～自治会からのお知らせ～！！ 

１．新副会長のご紹介 

松元副会長辞意表明により 6 月 18 日の四役会により小川二郎さんが 2 丁目担当副会長に選任され

ました。 浅間台２丁目２７−１８   電話 048-774-1015   

２．体育部決算の件 

令和 4 年版「自治会のしおり」の会計監査報告に記載のありました一部専門部の会計監査遅延につ

いて無事に監査が終了いたしましたので報告いたします。 

３．2丁目幹事・班長 訂正・追加 

ブロック 役名 名前 住所 電話

A 幹事 水垣 　賢 2-4-23 772-6195

B 班長 16班 須藤　圭太 2-16-18 090-5300-5275

D 幹事 竹中　信人 2-21-4 772-4020

E 幹事 星野　起明 2-25-1 777-2285

E 班長 24-2班 冨塚　信之 2-24-41 772-5224 

E 班長 25-1班 杉崎　茂夫 2-25-4 775-9598

F 班長 26-2班 青島　匡宏 2-26-13 777-3903 
 

訂正： 愛育班分班長 高橋洋子 電話番号 正： 774-8924 誤： 776-0764 

空白追記：大石中 PTA  芥川理恵 1-14-21 電話番号：628-2596 

４．浅間台自治会しおり６４ページの「祭典部」名簿以下に修正を。 

役　　名 氏　　名 住　　所 電　　話 役　　名 氏　　名 住　　所 電　　話

副書記 伊東　　崇 3B-18-31 090-7771-8000 備品管理 大野　俊一 3A-26-3 080-2599-2650

書　記 栗原　秀行 3A-30-24 090-4600-1222

副部長 谷津　和也 4A-5-35 080-2455-4499 副会計 滝本　順一 ４A-10-65 090-4956-0097

会　計 浅井　哲久 4B-12-57 778-7190 部　長 太田　節一 4B-19-16 772-6409



５．～「ゴミ集積所（ステーション）マナー向上作戦」のご案内～ 

改善に向け、只今利用者数を調査中！    〈環境美化部参与 西小野武行〉 

 路上ネット方式によるゴミ集積所の改善に向けて動いています。３B の大公園南側の道路にその集積

所があり、多量のゴミが集積され、時としてカラスに食料調達の場を提供し、そしてゴミの散乱を招い

たり苦労が伺えます。塩ビパイプによる折畳式の箱型とし、各所で見られるように収納時は交通の障害

防止を図れる構造とし、衛生的な環境が保持されることを狙いとしています。▼ 必要な箱枠の大きさ

を決めるに当たって、先ずは利用者数の調査

がスタートしたところですが、通りすがりの

利用者も見込まれ、箱の数は２つになるか

も！ 調査票は回収途中ですが、利用者の数

はすでに 50 を超えています。確実な完成を

目指して、利用者諸兄のご協力を願います。

完成し運用に至れば、以後は利用者で当番管

理体制が必要となります。                 写真現在の集積所状況 

６．～デジタル浅間台その２～     ＜TK（会館利用多角化）チーム） 舘内 正敏〉 

カラー印刷が安くなっています。従来のカラー印刷はオフセット印刷機で作成されていますが、現在

はカラーコピーの様な大型のデジタル印刷機で行われるようになっています。オフセット印刷と違い、

製版費用がありませんので少量の印刷でも割高になりません。このデジタル印刷機を使う印刷会社が多

くできています。▼ 浅間台自治会だよりは前期からカラー印刷にしましたが 3 割ほど安価になってい

ます。▼これらの会社は印刷の申込みもデジタル通信(インターネット)を介して行います。デジタル印

刷の原稿は申込者が行う必要がありますが、自治会の中にはこの能力がある方もいますので問題なく発

注できます。自治会だよりがカラー化して印刷代が高くなっていると思われている方にはカラー化して

安くなったというと信じられない話ですが事実です。▼ 浅間台自治会にはその活動を記録した多くの

写真アルバムが残されています。それをデジタル画像として収録しました。これは５０年続く浅間台の

先人が残した財産だと思いますので見られる情報として整備する予定です。これを可能にしたのもデジ

タル技術発展の賜です。紙での保管では広い場所が必要ですが、デジタル保管なら極小スペースででき

ますし、紙にするのであれば小型のプリンターで印刷できます。au の通信障害で不便を感じた方も多

いと思いますが、それ程デジタルは我らの生活に関連しています。 

 

～「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」をわかりやす

く！    今回は SDGs 目標３：すべての人々に健康と福祉を！？ 

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。 

全部で 13 のサブターゲット（細目の目標がありますが、一部を紹介します） 

1. 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。 

2. すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5 歳以下死亡

率を少なくとも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目指し、2030 年までに、新生児及

び 5 歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 

3. 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとと

もに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 

 

 

 

 

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 

（自治会だよりなど多くの資料がホームページからダウンロードできます） 


