
イラストフリー素材

” 突然やってくる災害に備えよう！”

消防や警察など、公的機関による救出・救護がすぐに行われないとき
頼りになるのが、地域住民による助け合いです。
   地域住民が協力して、初期消火、救助活動、避難誘導、災害時の要援護
者に対する支援、避難所の運営協力などを行うことが、一人でも多くの命
      を救い被害を最小限にすることにつながります。

非常用備蓄品もう一度見直して確認！

粟田地区の災害時における避難所

備蓄の目安は、最低3日間を自足するための分量を備えましょう。
　また、避難所に移動する場合は、家庭から非常用備蓄品
を持ち出しましょう。
　なお、非常用品は特別なものを長期間備蓄するの
ではなく、日常使用しているものを普段から少し多
めに購入し、定期的に消費することで不足分を買
い足すといったサイクル（ローリングストック法）
で管理しましょう。

様々な自分で出来ること、家族で話し合い！

お　知　ら　せ

　2021年度防災部レポート

　　　　　　　　　　
避難所には①風水害時避難所、②震災時避難所の2種類があります。
①風水害時避難所は粟田の場合、北下浦行政センターか岩戸のコミュ
ニティセンターが利用しやすいです。

いざという時の行動、心構え、家族の連絡方法・集合場所・連絡先の共有。
家具などの転倒防止や個人住宅の耐震化、重要持ち出し品の分担化など。

県道沿い歩道の清掃

自助 互助
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地域・町内自分と家族

安心安全を支える
　ネットワーク

6月28日（金）A.M10:00から約1時間、県道沿いの
歩道と粟田小学校前の歩道橋を婦人部7名で清掃
しました。
　つるの絡んだ歩道橋は、落ち葉や雑草が多く、ゴミ
袋5袋程になりました。
　                                     県道沿いの歩道には空き缶、
                                         ビニール袋が捨てられており、
                                         特にたばこの吸い殻が多かっ
                                        たです、たばこのポイ捨ては火
                                        災の原因にもなりかねません、
　                                      一人ひとりが意識を持って行
                                          動して頂けましたら幸いです。

・・・・婦人部活動レポート

ゴミ出しルールの徹底・・・・厚生部からのレポート

住民相互の助け合いが大切！

　　　  もしも粟田地区も被害があったとき、先ず自分や家族の安全
　　　　　を確保します。
　　　　　　　次に、となり・近所の安否を確かめ、救助が必要な時
　　　　　　　は救助し、或いは他へ救助を求めます。
　　　　　　  （必要に応じ119番や町内会の防災対策本部へ通報
　　　　　　　します。）このことを事前に両となり・お向かいなど近
　　　　　　　所の世帯が相互に申し合わせて了承しておくことが
　　　　　　　大切。  
　　　　　　　事前に話し合っておくのは、非常時に安否確認や救
　　　　　　助のため、他人の家に無断で立入ることになるので事
　　　　　前にお互いの承認を得ておくためです。
　　　　

②震災時避難所は地震発生後に自宅に居住できない場合の避難場所で
、粟田小学校避難場所（広域避難場所）となっています。
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市町村や消防、県や警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助が「公助」です、そうした活動の一つが広域避難所の設置となります。

　粟田町内会でも多少の備蓄品を保有してい
ますが各々で非常用の水、食料等を3日分程度
　　　　　　　　　　　　　確保して置く事が
　　　　　　　　　　　　　　重要です。

ゴミ集積所は収集場所の道路事情などから決められています。
　集積所が”近いから”といった自身の都合で場所替えすることはできません。
輪番制による集積場所の移動に伴い場所替え利用することはできせん。
　区をまたがる集積所もありますが、自己都合で利用することはできません。
あくまでもゴミ集積所利用グループを守って清潔で安全な分別ゴミ取集の
責任ある取り組みをお願いします。
　

　　普段のゴミ集積所利用グループなどを活用して、より親密な付
き合いのなかから防災に約立つ
ことができるかもしれません。

身近な防災機能知っておこう！！

こうしてできた組を「防災となり組」
と呼ぶことにします。

助け合い粟田活動レポート

日時：2021 年８月 20 日（金 )10 ～ 11 時 30 分
場所：粟田小学校体育館
内容：●フレイルってなんだろう＊（講義）
　　　●フレイルの予防（軽い体操もあります）他
＊フレイルとは「加齢により心身が老い衰えた状態」のことです。
    少し弱ってきたな、食欲ないな～と老化の始まりを感じたらより
　　　　老化させない予防と、少しでも改善させることが要支援・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護にならない秘訣に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるかもしれません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひお誘い合わせて参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してください。
  

『フレイル』講座のご案内
（北下浦地域包括支援センター主催）

参加希望の方は（定員 30名）下記あてにご連絡ください
助け合い粟田（０８０－１３５５－７７８９）・民生委員・
福祉推進委員　

心の余裕が行動の
余裕となり落ち着いた
判断ができるようになります。

いざという時の給水場所など次号にて
特集予定！

健康 フレイル 要介護

服装           ：動きやすい服装 　マスク着用
持ち物      ：体育館の中での履物（スリッパはだめ、運動靴など）
　　　　      汗拭きタオル・水分補給用の飲み物・筆記用具

加齢

生
活
・
社
会
適
応
機
能

フレイル予防の目的

 

会員世帯数 1, 332世帯 会員数 3, 306名 ( 5月１日現在)  
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◆ 総務部

◆ 管理部

◆ 防犯交通部

◆ 厚生部

さま（　12区）　6　月　12　日　
さま（　11区）　5　月　30　日　 さま（　18区）　7　月　14　日　

さま（　16区）　7　月　9　   日　

7月18日（日）開催　構成員３５名　出席者３３名　関連出席者３名

新型コロナ感染防止のため、出席者は分散し実施、また時間短縮のため報告は必要最小限としました。

第 4回定例役員会議

謹んでご冥福をお祈りいたします歓迎いたします。新入会員 訃報

ご　あ　ん　な　い

町内に住む” 可愛い家族” 粟田だより編集部

10 区の Yさんと暮らす” こはるちゃん””
18 歳、少し引っ込み思案でおとなしい
娘なんだそうです。
　サラダと鰹風味が大好きです。
まだまだ毎日元気に過ごしていますよ～。

大澤  亜紀子
福本　智秀

齊藤　庄司
仲田　啓二
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さま（　12区）　6　月　12　日　
さま（　11区）　5　月　30　日　

大澤  亜紀子
福本　智秀

歓迎いたします。新入会員

ママが大好きで膝に乗ったら半日は動か
ないそうです。

粟田町内に住む” 可愛い家族” をご紹介ください！
猫でも犬でも、鳥さんでも家族として暮らす全てのペットさん達を
紹介します。
粟田だより紙面に掲載します、自選多選を問わず記名によるご投稿
又は取材希望を町内会館ポスト又は下記あてお知らせください。

担当者携帯電話 090-3802-6511
e-mail  ;  yokoyama74@jcom.zaq.ne.jp

住み易い町内への気遣いを

↑

↑

　

・・・文化部レポート今後の「粟田まつり」の取り組みについて

　大変残念なことですが、現在は、依然新型コロナ（変異株含む）の感染
拡大が懸念され収束の見通しがたっておりませんが来年夏こそは従来
どうりとはならないまでも、感染予防や対策をたてて必ず、”粟田まつり”
を復活させましょう。

令和3年7月30,31日に予定されていた「粟田まつり」は2年連続の中止
で楽しみにされていた皆様にお詫びを申し上げるとともにご理解いた
だけますようお願いいたします。

みんなが喜ぶ屋台の出店内容や形態、高齢化に対応したやぐら組み立
て方なども検討しましょう!!

地域外の人達から粟田は町が綺麗で住み易い町として評価されています
が、これは粟田に住む町内会員の意識レベルの高さにあるものと考えてい
ます。
  ただ、昨今は生活様式や意識の多様化により、他者への思いやりや気配
りなどの意識が薄れているのではないかと感じるような事案が増えています。
  現在に至るまでの町内会に寄せられる意見要望の中には、我慢した結果
として町内会に対応を求めてきていますが、町内会としては会員個々の問
題に踏み込むことは、何ら権限ものない状況での介入は非常に難しいこと
であります。
そのため、行政や警察へ相談するよう案内をしていますが、結果に進展が
なければ「粟田だより」の紙面で配慮のお願いしています。
   寄せられる意見要望の内容は、早朝深夜や就寝時間帯の犬・猫・その他
ペット類の鳴き声や近隣の生活騒音、大声での会話などの騒音問題です。
   また、その他は樹木の越境や犬の糞尿に関することで、犬の糞尿につい
ては最近の報道から尿で信号機の根本が腐食し倒れたとのこともあり、町
内でも標識類の根元が錆びているのが多く見られます。
    糞尿の未処理も含めて、飼い主の皆さん自宅で排泄する躾をしてください。
犬の散歩＝道路等への排泄は止めて頂けないでしようか。
町内の生活環境を良好に維持するためには、隣近所への配慮も必要です。
隣近所となると注意もためらうことから、ほとんどの場合は我慢しているの
が実情で問題が潜在化していると思われます。

今話題のエンゼルスの大谷翔平選手のような人間性をひとしく持って
住み易い町・粟田にしていきましょう .

☞

１．体育振興会が健民運動会中止を決定
２．高齢の要支援夫婦を助け合い、民生委員との協力で入院、要介護認定
　  の手続きなどを実行中
その他
１．選挙の投票率（粟田町内会館28％）
２．学童クラブの児童増加で教室不足。場所探しに苦労している。
３．野比中地区懇談会：大きな問題はないが、スマホのSNS のフォロワーで
　  小遣い稼ぎや、うわさを信じやすいなど一般的な問題はある.
４．野比中１年生が地域に関する学習の一環で町内会役員と
　　質疑応答（７月７日）
５．七夕飾りを民生委員児童委員・
　　社会福祉推進委員で設置した。

1.  7月18日（金）敬老祝賀記念品申請用紙の受付を締め切りました。
2.  2020年度総務部部長仲田啓二氏が7月14日逝去されました。
　    謹んでお悔やみ申し上げます。
 

1.   2021年7月時点で粟田町内会世帯数は、1,326世帯  3,213人です。
　   町内会館の個別使用後の消灯、施錠等の厳格なチェックをお願
       いします。

1.   今月の資源回収は4,714キログラム奨励金18,800円でした。
2.   ゴミ輪番制の集積所設置希望場所は8月の役員会で調査依頼書を配
     付、9月に回収。
3.   生ゴミ関係の苦情が多数寄せられています。
　

1.  次回防災会議は8月7日（土）に開催。
2・  消火器の点検はおもに圧力メーターの確認を。

　1.  夏休みイベント実施準備中。
2.  普段からの町内会の協力に感謝してこども会より大会議室に壁付け
　   扇風機2台を寄贈いたしました。

　

1.  ”よこすか防犯あんしんメール”情報を回覧しました。
2.   公園に放置自転車の通報がありましたが、後日何事もなく放置解消
　　されました。   
3.  子供達の非行が疑われたらトラブルにならないよう警察に相談を。 
　浦賀警察署☎835-0110　横須賀市地域安全課☎822-9707 

4.   カラスネット支給依頼書を配付しました各区理事に相談ください。


