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　8月 7日（土）開催の防災役員会の出席者の 1名から、8日に抗原
検査を受けた結果コロナ陽性が判明したとの連絡がありました。
　このため横須賀市帰国者・接触者相談センターに相談し、防災役員
会時にはコロナ対策（マスク着用、3密回避、換気）を行っており、
当人の発言もなかったと説明したところ、他の出席者への感染可能性
は低い（濃厚接触者扱いにはならない）と思われるが、判断は保健所
が行い、濃厚接触者へは連絡があるとのことでした。
　8月 10 日（火）に保健所に相談し、マスク着用状況、会議室の広
さと参加人数、換気状況、本人の発言状況などの質問に回答したとこ
ろ、濃厚接触者には当たらないとの判断でした。
　しかしながら念のため 14日間の健康観察（体温測定や風邪の症状
の有無の確認）を行ってくださいとの指示がありました。
これに伴い 8月 15 日（日）の定例役員会は中止することとしました。
　また、上記の状況に伴い、町内会館の消毒を 9日に行い、更にそ
の後 1週間を使用禁止（入館禁止）としました。
　コロナ対策として、町内会館での会議等の開催については、日頃よ
り出席者に感染者がいた場合でも濃厚接触とならないよう、マスク着
用、3蜜回避、換気に注意して実施してきたので、今回のように感染
者の出席でも影響が出なくて済みました。
　全国的にも横須賀でも感染拡大が止まりません、一層徹底した感染
対策を心がけましょう。・・・　                                               （ 町内会長 ）

 
☆8 月定例役員会中止の経緯について

・・助け合い粟田レポート

新型コロナワクチンは２回目の接種後２～３週間後に効果（抗体）が
でてきて、重症化を防ぐ• 感染しにくくする効果あり（ワクチンを接種
すれば、絶対にコロナに感染しないということではありません）。

『手洗い・マスク・距離』は、もうみなさんの生活に根づいているこ
とと思いますが、接種が進んだことで少し気のゆるみが出ている傾向が
あります。
　実際に変異株を軸にコロナ感染者は爆発的増大の傾向にあります。
８月２日には神奈川県を含む首都圏に緊急事態宣言が発出されました。
　私達の住む横須賀市も例外ではありません。
もう一度、気を引き締めて秋にはコロナ感染症の収束を目指しましょう。

具体的に気をつける場面

新型コロナワクチン接種後のくらし

感染予防対策は今まで以上に！

マスクなしで歩きながらのおしゃべりは、後ろを歩く人に飛沫が多く
飛び、二人以上で歩く時はマスクを着けて黙々と歩きこまめに水分補
給、時折人と離れてマスクを外し一息いれる熱中症対策も忘れずに！
   家の中だけではなく、外で会話をする時には必ずマスクを着用し距
離（１.５ｍ以上）を取って大きな声ではなく静かな会話にしてください。

毎日一人でいる時間ばかりですと、気分が滅入ってしまいます。
　電話やリモートなども活用して１日 1回は誰かと話しましょう、
メールや手紙を書くことなども人と人とのつながりを大切にする
ことができます。

心の健康も大事です

自分のために大切な人のために感染予防対策を！

今年度も 70 歳、77 歳、80 歳、88 歳、90 歳以上の方々に、町内会 から
ささやかではありますがお祝いをさせていただきます。 
   申請された方の数は下記の通りになりました。
古希・23名　 喜寿・56 名 　傘寿・58 名　米寿・7 名　 卒寿・28 名 
合計 172 名 お祝いの品は、9 月 12 日 ( 日 ) から理事がお届けに伺います。 
  お留守 の場合は、「不在連絡票」をポストに入れておきますので連絡
をいただければ再度お届けに伺います。 
　なお祝いの品は生ものです、理事が 9 月 17 日 ( 金 ) まで保管してい
ますが、期日までにご連絡をいただけない場合は処分させて いただき
ます、あらかじめご了承をお願いいたします。　　　　　　( 総務部 )

1、 開催予定の北下浦ふるさとまつりは、 コロナ感染状況悪化 により中止
     することが決定した。
2、 開催予定の健民運動会はコロナ感染拡大の影響により中止となった。
3、開催予定の各種イベント等はコロナ感染リスクの回避の ため当面の
　  間規模の縮小または中止することを役員会、実行委員会等で関係団
　  体とも検討・協議する予定で決まり次第お知らせします。　　　
　 

☆敬老祝賀お祝い品をお届けします

☆各種イべント中止・簡素化のお知らせ

◆　防災部 

◆　会計　 

 

◆　会長

◆　副会長

  ◆ 管理部

◆ 防犯交通部

◆　厚生部

1.   2021年7月末時点で粟田町内会世帯数は、1,326世帯  3,277人です。

1.   9月に町内会費徴収簿等を一度回収する旨を各部長より各理事へ連絡。

1.   最近、粟田中央公園で盗撮とも思われる事案がありました、まよわずに
　  110番通報を。

1.   今月の資源回収は9,674.5キログラム奨励予定金額38,600円です。
2.   ゴミ輪番制集積所設置希望地8月に調査依頼書を配付（準備中）9月に回収。

１，  自主防災指導員１名受講（６/28）
２，  8/7（土）防災定例役員会実施
３，  9/4（土）9時より防災倉庫資器材点検及び発電機始動訓練を予定。

1、  今はどこでも身近に感染者が潜んでいる状況にあります。
       ワクチン接種を受けていても感染しますので、継続して感染対策を怠ら
       ないよう気を引き締めてください。

イラストフリー素材

1．   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
       の手続きなどを実施.
2．   民生委員児童委員の表彰.
       横須賀市社会福祉協議会会長表彰：渡辺富美子様、本間健一様
3．  社会福祉推進委員の表彰.
       横須賀市社会福祉協議会会長表彰：稲木 澄江 様、加藤 力代 様、
       石川 真由美 様、竹田 絹枝 様
5．   粟田小4 年社会科担当教員の防災学習資料作成に協力中.

2,  「緊急事態宣言」の発令に伴い市施設は概ね8月14日（土）より休止、他
　  施設の休止情報は市のHPなどで確認してください。

1、 ８月31日（火）をもちまして、横須賀市総合体育会館（横須賀アリーナ）
       接種会場を終了することにいたしました。

☆その他・横須賀市からの通知



 
  

 

 

歓迎いたします。新入会員

  

　10 区の KR さんと暮らす茶トラ
　のももちゃん 0.5 歳、おてんば
　娘で外に出たいとひとあばれ。
　でも諦めも早くママさんと遊ぶ
　のが大好きだそうです。
　もりもり食べて大きくなりそう
　です・・・予感。

さま（　　区）　　　月　　　日　
さま　　歳（　　区）　　月 　　日　
さま　　歳（　　区）　　月 　　日　

謹んでご冥福をお祈りいたします訃報

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

応募は右記より投稿
・連絡お願いします。

町内会館ポスト

10 区で K さんと暮らすミニチュア
ピンシャーのバロン君 11 歳は三回
の脱走歴があります。
　その都度多くの人に助けられて
奇跡的に帰宅できました。
最後の三回目は自力で帰宅してき
ました、ピョンピヨンはねるのが
大好きなんだそうです。

町内に住む可愛い家族紹介

☞

☞
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Q3 「感染者」にならないためには? 
A3 次のことに注意しましょう。
　　感染者となると、外出自粛など社会活動が大きく制限されてしまいます。
　　日ごろから感染対策を行い、 新型コロナウイルス感染症を予防しましょう。
　1. 換気の徹底。
　2. 手洗い(手指消毒)
　3. マスクは正しく常に着用。
　4. 友人などと集まりたい時は、オンラインで行うなど工夫を.
     5, 体調の不調時には仕事や学校を休む。
　

Q2 感染の可能性がある状況とは?
A2 次のような状況を参考にしてください。
　1. 感染者と、感染可能期間中(発病した2日前から入院や自宅等待機開始
         までの期間)に、 マスクをしないで(アゴにずらして)会話をした人です。
　2. 目安は「対面で話す」、距離は「1メートル以内」、時間は「15分以上」です。
　3. このほか、「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪かった」「大きな声を出し
         た」の場合は、感染の可能性があると考えましょう。

Q1 知人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡が来たら 
A1 次の項目について、感染者に確認してください。
　★ 感染者に確認する事項
　　✓ 検査日 ✓ 診断日 ✓ 発病(症状が出た)した日✓ 発病した2日前から
          共に行動した日を確認する。（※無症状の方は検査日の2日前から）
     1. 自身の体調を確認し症状がある場合は受診する。
     2. 感染の可能性がある状況か確認する。

問合せ先:健康医療局医療危機対策本部室 045-210-1111(内線4791）

身近な方から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡が あった時
きにするべき行動をまとめたものです。
 ご自身や大切な方の健康を守るために、ご理解ご協力をお願いいたします。

「知人が陽性」その時どうする?

イラストフリー素材

神奈川県コロナ対策指針より ・・・粟田だより編集部・助け合い粟田協働リポート

福西　勇次
神谷　昇
櫻井　忠三

☆　みんなで防ごう生活騒音！

https://www.env.go.jp/air/seikatsu.pdf
・・・環境省の生活騒音への提言ホームページURL は下記

 
生活していく上で避けられない音、自分にとっては都合のよい音や楽
しい音、快適な音が他の人にとっ ては不快な音、うるさい音として受
けとられることがあります。 
 この点を各個人が認識し、生活騒音問題を生じさせないために、日常
生活における騒音防止の配慮、モ ラル、マナーの向上を図ることが必
　　　　　　要です。
　　　　「また同時に日頃から隣人間の交流を図り、隣人に
　　　　　  とって好ましくない音としてうけとめられない
　　　　　   ような良好な近隣関係を築きあげておくことが
　　　　　　必要です。」

庭先でのバーベキュ -

子供たちの歓声

 みなさんは、生活していて「騒がしい」「静かに してほしい」と思った
ことはありませんか ? 一般 家庭のピアノやクーラー、家庭用ヒートポン
プ給 湯機等から発生する騒音、集合住宅でのバス・ト イレの給排水音、
自動車のアイドリング等の通常 一般の生活行動に伴って、居住環境
( 住宅内及び 住戸まわり ) において発生するものを指して「生活騒音」
と言います。  
　生活騒音は誰もが生活している間に発生するも ので、みなさんは被
害者にも加害者にもなる可能 性があります。
　それらは周囲の人との親密さ、自 身の心情に影響されるもので
あるため、感じ方は 人それぞれです。
 「一度不快と印象付けられた音を その後敏感に感じるよ
うになり、その音だけが気になるような事があります。 」 
　非難の矛先になりがちな若い世代の暮らしぶりを責めるのでは
なくこれからの社会の原動力ですから” 彼らの楽しみ” をすべて
” 騒音” と決めつけない思いやりのある気持ちも必要です。

　↑

　↑

　↑

また、生活騒音には法的規制はありませんが、 近隣住民や地域内で話
し合う、市区町村に相談す るなどの解決方法があります。

　↑

イラストフリー素材

長いアイドリング

ペットたちの鳴き声

室外機等の音

カ
チ

カ
チ カチ

・・・粟田だより編集部リポート

大きな声・音

” 楽し〜が騒音かも”
   時間や頻度を考慮し
   ちょっとの気遣いで
    みんなが楽し〜く
　　  なりま～す。

イラストフリー素材

   6. 食事、おやつ、歯磨きなど、マスクを外す場面では会話をしないなど、飛
          沫に注意。
    7. 目や鼻など首から上を触らない。
    8,  鼻をかんだティッシュはビニール袋に入れて捨てる,その後手洗い.

　（　　区）　　　月　　日9 5 22

 
  

 

歓迎いたします。新入会員

 さま（　　区）　　　月　　　日　4　　       　7　　     20福西　勇次


