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ごみ集積所の輪番制を導入しているグループでは、６か月毎にごみ集積
所を移設しており、次のゴミ集積所変更移設は１２月です。
　そして移設には事前に市への申請が必要なため、各グループの連絡係
の方には、各区理事より「輪番制ごみ集積所に関する調査票」を配付し9月
に回収しております。
　回収した調査票を元に市へのごみ集積所移動申請書を作成し現在調査
確認中です。
　これからの集積所のスムーズな運営のため当番者に限らず捨てた物の
間違いなどに気が付いたら素早く対処できるよう心がけしましょう。
　またゴミ集積所は回収後素早く掃除してたたみ路面の邪魔にならな
いようにしましよう。
　

片付けが困難な場合輪番利用者で話し合うなどしてなるべくその対策を
講じましょう。

・・厚生部レポート

☆輪番制ごみ収集積所移設・管理について

ARIGATO

たたむコツは①上蓋を少し持ち上げてから②側面を曲げ前部を
押しこむだけで畳むことができます、ぜひお試しください。

⇧

⇧

①

②

   燃せるゴミとプラスチックゴミおよび不燃ゴミの間違いが多く報告
されています。
　回収後はよく集積所を見て間違いがあれば横須賀市発行のゴミ分別
パンフレットをもう一度確認しましょう。
　大切なゴミ回収のシステムを守り育てる
のは私たちです。

４月18日付けの「新型コロナウィルス感染防止のための町内会館利用
自粛継続のお知らせ」で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を説明しましたが、
8月に入ってからは感染力が強力なデルタ株の急拡大もあり、関東、関西
圏をはじめ全国での感染拡大が続いており、医療の逼迫も報道されてい
ます。
　神奈川県も3回目の緊急事態宣言下にあり、横須賀でも新規感染者が
100人を超える日が続いており、横須賀市の施設の利用もほぼ使用中止
（レベル2：新規感染者が2日連続で100人以上の場合設定、解除は1週間
の合計が300人以下）となっています。
　この状況に鑑み町内会館の利用自粛を継続し、少なくともレベル２が
解除されるまで様子を見ることにします。
　1年以上にわたる町内会館の使用自粛で皆様方のコミュニケーション
や親睦、運動の機会がなくなっていることは誠に残念ですが、状況をご理
解いただき、ご協力のほどよろしくお願い致します

新型コロナウィルス感染防止のための
町内会館利用自粛継続のお知らせ

2021年9月1日　粟田町内会長　森田浩三

◆　防災部

 

 

  

◆ 管理部

◆ 防犯交通部

◆　厚生部
1、   2021年8月末時点で粟田町内会世帯数は、1,328世帯  3,283人です。

2、    最近、カメさん公園に火遊びのあとと思われる事案がありました。
3、    空き家の草木が伸び放題なため関係者に伐採を依頼した。
4、     野比連合町内会から”子どもながら見守り活動”の情報があり、活動計
　　 画を検討中。

1、   今月の資源回収は5,406キログラム奨励予定金額21,600円です。

◆　会長

◆　子ども会

◆　その他
1、   横須賀市から施設使用休止期間の延長の連絡が来ました。
         これまでの再開方針（レベル１，レベル２）に加えて以下の条件が追加された。
      ア．緊急事態宣言解除
　 イ．医療機関の受け入れ可能状況を総合的に判断この結果、改めて周知
          するまで使用休止を継続します。

1、 　共同募金は例年１０月でしたが、今年も延期されそう。
2、  　9 月1 日以降も町内会館利用の自粛継続。
3、　10月17日が衆議員選挙投票日の場合は定例役員会は10日に変更。
4、　急傾斜地崩壊対策工事（8 月～12 月）2 丁目20-10 裏山側。
5、　秋の交通安全運動は9月21日～30日の10日間実施。

◆ 総務部

古希・23名   喜寿・56 名   傘寿・58 名　米寿・7 名   卒寿以上・28 名 
計 172 名の皆様に お祝いの品を 9 月 12 日 ( 日 ) よりお届けに伺いました。

1、2021年度の敬老お祝い品お届けを実施しました。

1、   粟田小学校前県道交差点および神奈川信金前交差点の横断歩道ペイ
　   ントが不鮮明になっているため浦賀警察に補修依頼した。

1、   8月に花火、防災グッツを配付10月はハロウイングッヅなど配付予定。

11月3日(水)開催予定の文化祭は、9月12日の役員会後の実行委員会
にて審議した結果、コロナ感染リスク回避のため昨年に続き中止する
ことを決定しました。

9月12日（日）開催　構成員３５名　出席者３３名　関連出席者３名
☆第 6回定例役員会各部報告

1,328                      3,283 8      末

1、　第3回　防災定例役員会は10月２日実施予定。
2、　防災倉庫資器材点検は一部秋の防災訓練で実施予定。
3、　防災倉庫内救急箱のチェック、一部期限切れ薬品の交換を防災部で
　　実施。

☆秋の全国交通安全運動 9月 21 日～30 日

☆11 月 3日に予定されていた文化祭は中止

1、   子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。
2、   夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上。
3、   自転車の安全確保と交通ルールを守ることの徹底。
4、   飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶。
5、   二輪車の交通事故防止。

今秋の交通安全運動の重点目標は次の五つです。

交通安全

イラストフリー素材

イラストフリー素材

粟田町内各同好会・関連団体、代表者の皆様



 
 

 

  

 
  

 

 

歓迎いたします。新入会員

  

町内に住む可愛い家族紹介

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

☞

　　13区のTさんと暮らすココアちゃん
2歳、普段はとても大人しい少しシャイな
女の子です。
　娘さんが初めて連れてきた時抱っこし
た愛おしさで家族となりました。
　外出して戻るときには嬉しい声で迎え
てくれます。
　彼女の眼差しで毎日癒されています。

☞
・・防災部レポート

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏面もご覧ください。

生ごみ 携帯トイレ 紙おむつ 衛生用品

包帯

生理用品

ばんそうこう

 

☆大規模災害時の心がけシリーズ

発災後、3日間はごみを出せません。
　災害の規模や状況により、ごみが出せるようになるまでの日数は異なり
ますが基本的に4日目からは、生ごみ、衛生用品、携帯トイレ、紙おむつは
出せます。

発災後、自宅のトイレが流せる場合は自宅のトイレを使用してもかまいません。
　トイレで使用した紙は下水管に流さず、「燃せるごみ」に出してください。
災害時の断水に備え、お風呂の水を溜めおきしてください。トイレの水を
流す時に使えます。
　各家庭で７日分程度の携帯トイレを備蓄してください。
＜ビニール袋と凝固剤等がセットになっている「非常用トイレ」のことです。＞
災害時は、し尿のくみ取り、浄化槽の清掃を中断することがあります。

ごみの場合

し尿の場合

（横須賀市ホームページより）

9区でSさんと暮らす風花ちゃん
17才、食べることが大好きですが散歩は
この頃少し苦手になりました。
　ご飯もおやつもキチンとたべてからの
大好きなパパの晩酌のお供でしっかりご
褒美いただきます。
　これからも元気でもりもり食べると宣言
しています。

いざという時のゴミ・トイレの処理について

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

河本 利一    さま    ( 19  区 )         7  月          4 日 
小田 卓司 19　　　　7　　　13

12　　　　7　　　22
11　　　　8　　　  6
14　　　　8　　　22

渡辺希代子　　　72 9　　　　8　　　20

地域防犯連絡所活動パンフより・・防犯部レポート

見守りの輪を広げよう＜ながら見守り＞に注目！
近年、登下校中の児童が被害者となる悲惨な犯罪が各地で発生しています。
　登下校中の児童の安全を守るには地道に活動している防犯ボランテイア
団体の活動と併せて、見守りの空白地帯を少しでも減らすための活動が必要です。
　そのためには、地域における見守り活動の担い手を増やす必要があります。
そこで、誰でも気軽に参加できる・一人でも始めることができる・無理なく続け
ることができる＜ながら見守り＞活動が注目されています。

＜ながら見守り＞の具体例は？
ながら見守りとは、誰でも気軽にできることを基本に日常生活や事業活動を
行いながら、防犯の視点を持って見守りを行う活動です。

買い物しながら・・・　犬の散歩しながら・・・・　ウオーキングしながらとアイ
デア次第で様々な＜見守り活動＞を行うことができます。
　ただし、不審と思われる時に一人での声かけはせず、十分な安全を考え
てから対処するようにしましょう。
　こうしてより多くの目が増えることが防犯意識をたかめ、町の安全を守る
一助となります。

しつけの時は基本的にほめる。
子犬を迎えて、まずはじめにするのが、トイレのしつけです。
　はじめの内にきっちりと教えてあげることが最良の方法ですが、もちろん
いつからでも教えてあげることは可能です。
タイミングをつかみ、失敗させない！
　まず、トイレのしつけでは、飼い主さんが落ち着いて平常心を保つように
してください。
　失敗している現場を目撃すると思わず慌ててしまうと思いますが、ここで
どれほど平常心を保つかが今後の成功に大きく関係してきます。
　一番の有効な方法はよく観察をして、「排泄前の行動（サイン）と排泄の
時間（タイミング）をつかむ」ことです。
個体差はありますが子犬は 1 日何回も排泄をしますので、その都度排泄前
の行動（サイン）を読み、また、時間（タイミング）を掴むことにより、より一層
トイレ上手にさせてあげることができます。

☆いぬの散歩にまつわる話
うんち，おしっこのしつけと対処方法

トイレの場所を覚えて自分でトイレの場所まで移動するようになるまでは、
失敗させないためにも限られたスペースの中で自由にさせてあげる方が
いいでしょう。
　その限られた空間の中で、トイレの場所を知らない子犬が失敗すること
の無い環境を作ってあげます。つまり、子犬の行動範囲を全てトイレにして
あげます。
トイレが上手くいったらその場でおやつをあげるなどして褒めるを繰り返し、
トイレシーツに排泄する習慣がついたら、少しずつ場所を小さくして犬の
トイレ場所を固定してゆきます。
　ご紹介したトイレのしつけ方法は成功率の高い一例です。
散歩は排泄の行動ではなく、人との楽しいコミュニケーションの時間なの
だからもっともっとスマートな散歩にしましょう。
このコラムは＜みんなの動物病気百科＞というインターネットページより
要約しました。

みんなの動物病気百科URLは下記
https://www.anicom-sompo.co.jp/doubutsu_pedia/node/1226

粟田だより編集部レポート

コロナ禍、落日も早くなる季節を迎えた今日頃、犯罪、非行が増えてきました。
　横須賀市内においてカード詐欺の多発に注意喚起が回覧されています。
またワイセツな事案も報告されました。

　

☆みんなでつくろう安全・安心なまち

イラストフリー素材

イラストフリー素材

おや！
こんにちは

あれっ！

イラストフリー素材

イラストフリー素材

鈴鈴木木  
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