
挨拶と会話で心を繋ぎ明るく楽しい町づくり！ 
毎月第２日曜日は「ちょっと一掃き」の日です 

 

会員世帯数 1,332 世帯 会員数 3,306 名 (4 月１日現在) 
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 粟田町内会 で検索 

ご 案 内 と お 知 ら せ 

☆第51回通常総会のご案内（最終） 

粟田町内会の第51回（2021年度）通常総会は、既にご案内の通り、

町内会館での開催を中止し、書面による議案表決を行います。 

4月役員会での議案承認を踏まえ、次の日程で粟田町内会会員の

皆様による書面での表決を行います。 

（1） 総会議案書、書面表決書の配布 

4月23日（金）以後、「第51回通常総会開催のご案内」を担当の理事・班

長から各会員宅の郵便受けに投函します。その際、新型コロナ対策のため

インターホン等での声掛けとし、出来るだけ対面は避けます。 

（2） 書面表決書又は委任状の回収 

5月3日（月）までに、各会員から担当理事・班長宅の郵便受けに投函して

下さい。表決に際し、議案書に対する質疑等は4月30日まで「総会開催ご案

内」に記載の通り、町内会へのメールまたは書面を町内会館の郵便受けに

投函して下さい。質疑等への回答は書面表決書回収期限までに行います。 

各理事は、5月6日（木）までに書面表決書の確認と表決結果の集計を

行った後、総務部が町内会全体の集計を行います。 

（3） 表決結果のお知らせ 

通常総会期日の5月9日（日）以降、回覧にてお知らせします。 

なお、2021年度の新理事・班長は5月9日以後に活動を開始します。 

(町内会) 

☆町内会館使用自粛の継続 

3月 21日付けの「新型コロナウィルス 2回目の緊急事態解除後の対応に

関するお知らせとお願い」では 5月 1日からの町内会館使用自粛解除に対

する対応方針を説明しましたが、その後、関西や東京で感染が再拡大すると

ともに変異ウイルスの拡大もあり、「まん延防止等重点措置」が適用される事態

になっています。 

横須賀では新規感染者は今のところ 1桁台ですが、神奈川県も「まん延

防止等重点措置」が適用され予断を許さない状況です。この状況に鑑み

町内会館の利用自粛解除は当面延期し、新型コロナの感染が収まる傾向に

なるまで様子を見ることにします。 

（管理部） 

★注意喚起 

3月29日（月）の夕方会員宛にNTTドコモサポートセンターウイズ（と名乗る

者）から［緊急なお知らせです。今日中に電話をして下さい。03-6709-1322］

とのメールが届き、１月にドコモスマホにしたばかりだったので電話した。 

内容は『２０２０年3月15日[??サイト]に申し込ん

で1年間支払いがないため、サイト運営会社より

依頼を受けた。￥299，600円を本日中に‟支払う

or支払わない”の返事を即刻しない時、又はこの

電話を切った時は自動的に裁判に持ち込みま

す。裁判費用は貴方持ちになります、宜しいで

すね❕』であった。 

あまりにも突飛なことだったので混乱したが、冷静になって考え、無視する

ことにしたところ、その後”訴訟”等なかった。 

また、今振り返れば、消費者センター等に相談すべきだったと思います。 

同様のことで会員の方が被害に遭われないよう投稿しました。 

（会員） 

☆新型コロナウイルスワクチン接種について 

横須賀市では新型コロナウイルスワクチン接種が

可能となり次第、安全かつ確実に接種できるよう準備を

進めており、市のホームページ等で公開されている

現時点の情報を紹介します。 

☛ 接種対象者は、16歳以上の全市民 

☛ 接種までの流れについて 

☛ 接種の時期と順位等について 

ワクチン接種の順位は以下を予定、費用負担はありません。 

1. 医療従事者➡ 3月から実施中 

2. 65歳以上の高齢者 

ワクチンの入荷予定は、4月17日に975回分、翌週 975回分と少ないので、

横須賀市では高齢者に以下の年齢別の順位をつけます。 

➢ 高齢者の接種順位と接種券の発送時期等 

 対象者 人数 発送時期 到着予定日 

2-1 
長期療養入院患者と 
高齢者施設入所者 

4月19日（月）以降順次 
病院等にワクチン配付 

2-2 80歳以上 約40，200人 4月末 5月6日～8日 

2-3 75～79歳 約27，400人 調整中 － 

2-4 65～74歳 約55，400人 調整中 － 

➢ 予約開始日：５月10日（予定）、接種開始日5月17日以降を予定 

(＊ワクチン入荷状況により詳細を決定) 

3. 基礎疾患を有する方➡高齢者の接種が終わってから 

4. 16～64歳の方➡上記の方々の接種が終わってから 

☛ 接種方法について 

基本的には2回接種とし、接種会場は個別か集団の2種類から選びます。 

個別接種：かかりつけ医や自宅近くの医療機関で接種 

接種できる医療機関リストは決定次第、ホームページで公表 

集団接種：大規模施設で多くの方をスピーディに接種できます。 

（1）さいか屋横須賀店５階・６階 

（2）横須賀アリーナ 

☛ 新型コロナウイルスワクチン接種の予約方法 

接種は完全予約制で接種券に記載された 

番号により次の3つの方法で予約します。 

① ＬＩＮＥアプリ予約［24時間受付］ 

➠ 横須賀市公式ＬＩＮＥからの予約 

② ＷＥＢ予約［24時間受付］ 

➠ 横須賀市ホームページに開設する予約ページ 

③ 電話予約及び問い合わせ 

➠ 横須賀市新型コロナワクチンコールセンター 

電話番号 ０５７０－０３４５６７ [受付時間08：30～17：00] 

 



 

☆2020年度の各部活動を終えて 

管理部≫新型コロナウィルス感染防止対策のため、町内会館の使用、

消毒・清掃の対応に苦慮したが、使用自粛要請中、自発的に会館の

清掃をして頂いた団体各位には心より御礼申し上げます。 

厚生部≫輪番制ごみ集積所の半年毎の市への変更申請では、申請

された場所が不適切な場合や私有地内のケースもあり、都度手続き

変更等々を行いながら、何とか無難に進めることが出来ました。 

ゴミ集積所と資源回収場所は、会員皆様の協力と分別ルール等の

理解により運営できるものであり、引き続き相互努力で街づくりに貢献

しましょう。また、共同募金等へのご協力に感謝いたします。 

防犯交通部≫防犯交通部は、➀防犯灯の維持管理、②防犯に関する

活動、③交通安全に関する活動、④空き家・空き地の管理に関する活

動をしてまいりました。これらの日常生活の中で、町内で起きた“子供

の火遊び、空き家の草繁茂、道路の陥没、悪徳業者押し入り、ごみ収

納ボックス･カラス除けネットの遺棄･損傷、その他”等々の事案に対し、

町内会三役・特命理事の方々からアドバイスを受け、防犯交通部で

対策案を策定し、役所や地域の方々の協力を得て解決してきました。 

ただ一件警察に通報しなければならなった事案があり残念に思ってい

ます。平穏な日常生活を保持するための町内会活動であり、その一つ

である防犯交通部職務を3人で遂行できたと思います。 

婦人部≫今年度は主要な行事が中止や縮小になり、婦人部として実施

できたのが県道清掃のみでしたが、町内のクリーンアップに貢献出来

たのではないかと思います。また、防災訓練や町内会館の大掃除では

普段接することのない世代の方々と交流することができ、貴重な時間と

なりました。一年間ありがとうございました 

総務部≫残念ながら各種行事やイベントがコロナ禍により中止となった

ため、粟田だよりの記事集めに苦労しましたが、町内会役員からの投

稿や会員からの貴重な情報提供を受け、何とか町内会のコミュニケー

ションツールとして役割を果たせたかと思います。編集後記になりまし

たが、2021年度についても同様のご協力をお願いいたします。 

☆高齢者のフレイル（虚弱）予防対策シリーズ 
「本日の8つミッション（その4）」 最終回 

1月号から連載しております、「高齢者のフレイル（虚弱）予防」のための、

生活習慣チェック表（最終回）を紹介しますので、取り組んでみましょう。 

東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チームの 
ホームページ https://www.healthy-aging.tokyo/mission より転載  （総務部） 
 
 
 
 

第 1回定例役員会議   4 月 18 日（日）開催  構成員 33 名／出席者 33 名・関連出席者 3 名 

◆総務部 

1. 理事・班長連絡会を 5月 16日と 23日にそれぞれ 2回開催予定、各理事

への出席依頼を配布した。 

2. 第 51回通常総会議案書と書面表決書（用紙）は、4月 23日以降に理事よ

り会員宅に配付し、会員には、議案書確認のうえ、署名・押印済の書面表

決書を理事又は班長宅の郵便受けへの投函をお願いします。 

各区理事は書面表決書の回収率が 80％に満たない場合、未提出所帯に

対し催促すること。また、回収後には会員名簿（4 月 1 日付）と書面表決書

の署名者数を照合し、差異がある場合は確認のうえ訂正し、その後区内の

集計を行い、5月 6日に総務部に提出。 

◆管理部 

1. 4月 1日付の会員は 1,332所帯(対前月 1所帯増)､会員数 3,306名

(同 5名減)であった。 

◆厚生部 

1. 3月の資源回収の結果、回収重量 8,428kg，奨励金 33,700円であった。 

2. 資源回収の分別札が見辛く分別が適切に出来ない集積場所があるとの業者

クレームがあった。各区理事・班長を中心に、会員の協力を得て分別札の間

隔が狭い、文字が濡れて読めない、風で飛び易い等への改善を要望する。 

◆防犯交通部 

1. 3月の街路防犯灯の修理 0件。 

2. 町内で悪質な押し入り業者の被害があったが、消費者センターへの相談

により、クーリングオフが適用された事案があった。 

会員への注意喚起と悪質な業者への牽制を狙った注意喚起ポスターを

制作し町内各所に掲示した。また、民生委員が把握している一人暮らし

で被害が予想される方々への配布も依頼した。 

3. よこすか防犯あんしんメールより、2件の事案を回覧した。 

◆防災部 

1.  5月 22日（土）に今年度第 1回の防災定例会議を開催する予定。 

2. 2020 年度の防災車使用状況は、走行距離 1,098km で使用目的は青パト

が約 70%、その他では広報誌配付、他の町内会業務等であった。 

◆副会長 

1. 2020年度理事の役員会出席は今回が最後となるが、理事職を離れても

町内会活動への積極的なご支援とご協力をお願いする。 

◆会長 

連絡事項 

1. 町内会館利用自粛解除は当面延期とする。 

2. 横須賀市よりワクチン接種のお知らせが届いた。 

3. ペリカン公園（2丁目第 2公園）のすべり台を老朽化のため撤去。 

更新は予算の都合上 1～2年後となる。 

その他 

1. NTT未使用電話線取り外し工事を継続。 

4月～来年 3月、敷地内での工事、屋内には入らない。 

☆審議事項 

 第５１回総会議案書について審議し、全会一致で承認した。 

歓 迎   新入会員  

河﨑  久益 様  (15区）  2月 28日 

樋爪  由幸 様  (19区）  3月 11日 

吉田   匠  様  (11区)  3月 15日 

尾﨑   豊  様  (11区)  3月 17日  

https://www.healthy-aging.tokyo/mission

