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あかね台二丁目自治会 

あかね台二丁目の皆様 

                                 令和 3年 11月 7

日                                             

あかね台二丁目自治会 

 

                           自 治 会 長  新野 正智 

                           役員一同  

日頃より自治会運営にご協力、ご支援を賜り誠にありがとうございます。 

全国的に９月３０日をもって緊急事態宣言が解除になりました。 

感染対策を今まで通り行い少しずつ自治会活動が開催できればと思います。 

自治会運営では引き続き感染対策の為、パソコンやスマートフォンを使い Zoom で班長会

や役員会を行っております。 

ご年配の班長さんには大変ご不便をおかけしますがご理解いただけましたら幸いです。 

 

〇環境衛生部より 

１．11 月 14 日 地域清掃を実施致します。詳細は別途資料を参照して下さい。 

２．ゴミネット BOX の追加購入が可能です。ご要望の場合は班長さんへ相談して下さい。 

３．年末年始のゴミ・資源回収は、12 月 31 日(金)～1 月 3 日(月)までお休みとなります。 

４．ゴミ置き場で不法投棄でお困りでしたら、区役所で注意喚起用の看板をもらえます。 

  ご入り用でしたら班長さんへご相談して下さい。 

 

〇防犯防災部より 

①2021 年度あかね台自治会合同防災訓練を以下日時にて実施致します。 

 詳細は別紙資料を参照下さい。 

  実施日：2021年 12 月 5日（日）    13：30～16：00  於）熊の谷公園 

  ※予備日：2021年 12 月 12日（日） 13：30～16：00 

②防犯パトロールについて 

 地域の防犯パトロールを以下日時にて実施致します。詳細は別紙資料を参照下さい。 

  11月 6日（土）  17：30～ ※16A・17班長（防犯防災部 小田島・賀川） 

  11月 20日（土）  17：30～ ※19・20A班長（防犯防災部 木村・澤田） 

  12月 4日（土）  17：30～ ※20B・21班長（防犯防災部 小田島・賀川） 

  12月 18日（土）  17：30～ ※22・23班長 （防犯防災部 木村・澤田） 

③地域防災拠点用トランシーバー購入について 

  地域の防災/防犯用途にてデジタル簡易無線登録局（1台）を購入致します。 

  トランシーバーについては、地域の防災訓練や有事の際に防災・防犯用途として 

  活用致します。 

  ※出力 5W TPZ-D563 ￥36,360-/式 

  ・あかね台 1丁目自治会と同機種を購入。（無線登録利用料込み：5か年） 

  ・次年度以降 400円/年が電波利用料費用として必要。 
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あかね台二丁目自治会のホームページ QR コードを作りました。 

スマートフォンのカメラで下の QR コードを読み込みますとあかね台二丁目自治会の 

ホームページを見ることができます。  是非見てください。 
あかね台二丁目自治会 HP       横浜市の LINE 

              



 

2021年 11月 7日  

 回 覧  

あかね台二丁目自治                 

会員の皆様                          自治会長    新野 正智  

環境衛生部長 高橋 祐司 

公園愛護会会長 森 亨 

令和３年度 秋季地域清掃のお知らせ 

 

現在コロナ禍ではありますが感染状況のピークが過ぎましたので、環境美化の観点から出来るだけの 

対策を講じ、秋季地域清掃を予定通り実施する事と致しました。あかね台二丁目が清潔で住みやすい町 

であり続けます様に皆様のご協力をお願い致します。 

 

※注） 朝に検温をして頂き、37.5 度以上の熱がある場合や体調がすぐれない場合は参加を控えて下さい。 

また、公園内へ入る時に“参加リスト”をご用意しておきますので「班、氏名、体温」の記入を 

お願い致します。 

 

１．日 時  2021年 11月 14日（日） 9：00～10：30 ※雨天の場合は 11月 21日(日)に延期 

雨天順延については、班長までご確認下さい。 

 

２．スケジュール 

   8：40 環境衛生部員 各担当公園集合 倉庫鍵開ける ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ・消毒用ｴﾀﾉｰﾙ準備 

   8：45 班長 各担当公園集合 倉庫から清掃用具を出す 

   9：00～自宅周辺道路（空き地周辺も）、側溝周りの清掃（※自宅周辺のｺﾞﾐはﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れ公園に持参） 

     9：30～担当公園・担当場所の清掃開始  

   10：30 清掃終了、おみやげ（花苗、飲み物）配布後、解散。 

 

3．清掃箇所の班編成                  ★環境衛生部員  

清掃場所 班 名 担当班長 (敬称略) 

①堀の内公園 

 

3C、3H、9、10A  

あかね台中ｸﾞﾗﾝﾄﾞ東方面清掃後 公園へ 

★3Ｃ森、3Ｈ木村、9倉貫、10Ａ野口 

②第二公園 24、26A、26B、27、28、29 ★28阿部、24高橋、26A関口、26Ｂ、 

27賀川、29山本 

③第三公園 5、6、7、10B 

 

★(4A)尾崎、5新井、6佐藤、7朝倉、 

10Ｂ高木 

④西ヶ谷公園 20A、20B、25 ★(26B)高橋、20Ｂ斉藤、25夏目 

⑤子供の広場 16A、17、19、20A ★20A坂巻、16A澤田、17板倉、19西村 

⑥成瀬遊歩道 21 ⇒ 終了後、西ヶ谷公園へ 

22、23、30、31 ⇒終了後、第二公園へ 

21鵜飼、22仲川、23ソフィー、30川崎、 

31磯野 

⑦ﾊﾞｽ通り並木 

 遊水地周り 

1、3A、3F ⇒終了後、堀之内公園へ 

4A、4B、4C ⇒終了後、第三公園へ 

11、12、13A、13B ⇒終了後、西ヶ谷公園へ 

1新野、3Ａ佐藤、3Ｆ津村、4A、4B高野、 

4Ｃ谷川、11平田、12加島、13A高口、 

13B小田島 

 



 

 

 

4．その他 

・当日は、ご自分の軍手・ビニール袋・清掃道具（ｼｬﾍﾞﾙ・ｶﾏなど）をご用意くださいますようお願い 

申し上げます。 

・雨水マスが詰まっていないか、草が伸びて通行上視界が悪く危険な場所がないか等、チェックして頂き、 

 気付いた事があれば班長・環境衛生部員にお知らせください。土木事務所に連絡します。  

        

5．コロナ感染対策のお願い 

(1) マスクの着用を必ずお願いします。 

(2) 清掃作業は２ｍ以上離れて行い、会話をなるべく控えて下さい。 

(3) 各ご家庭につき、お一人での参加をお願い致します。 

(4) シャベル・カマなどの道具はなるべく自宅から持っていて下さい。 

(5) 道具の複数人での使いまわしは避けて下さい。 

(6) ハンドソープと消毒用アルコールをご用意しますので、各公園の出入り時に 

手洗いと消毒をお願い致します。（丘の上こども広場は消毒のみ） 

 

以上となります。ご協力の程よろしくお願い致します。 

 



あかね台 2 丁目自治会会員各位 

令和 3 年 11 月 7 日 

あかね台 2 丁目自治会 

会長 新野正智 

あかね台 1 丁目 2 丁目自治会合同防災訓練について 

 

あかね台１丁目２丁目自治会合同の防災訓練を下記の要領で実施します。 

コロナ禍でもあり昨年同様出席者を限定し、人数制限して実施いたします。 

ご理解の程よろしく願い申し上げます。 

記 

１）防災訓練の概要 

・訓練日  ：2021（令和 3）年 12月 5日（日）13:30～16:00  

（雨天の場合、2021年 12月 12日（日）13:30～16:00に順延） 

・訓練場所 ：熊の谷公園 

・参加者  ：あかね台 1丁目・2丁目各自治会会長、副会長、役員、防災部長、 

防災部員とします。 

・訓練内容 ： 消火器の取り扱い訓練 

       消火栓の取り扱い訓練 

       消火栓を使用したスタンドパイプ方式初期消火訓練 

        AED を使用した心肺蘇生訓練 

２）消防署様のご支援 

訓練につきましては青葉台消防署奈良消防出張所、青葉消防団第三分団第四班の支援を 

受ける予定となっています。 

３）当日の影響について 

・当日は、訓練のために消防関係車両が熊の谷公園の周辺道路に停車することが 

ありますのでご注意お願い致します。 

・消火栓を使用した訓練のあと、水道水が濁る場合があるとのことです。 

その場合、濁りが消えるまでしばらく流水してください。 

 

近隣の方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。 

 

以上 

 

担当：防災部長 木村重之 



回覧 
2021（令和 3）年 11月 7日 

 

あかね台 2丁目自治会会員の皆様 

 

あかね台 2丁目自治会 

防犯防災部 

 

防犯パトロールへ参加のお願い 

 

11月・12月の防犯パトロールのお知らせです。 

【11月の実施日】 

※予定。コロナによる蔓延防止措置等の影響がある場合は改めてご連絡します。 

11月 6日（土）17：30～ ※16A・17班長（防犯防災部 小田島・賀川） 

11月 20日（土）17：30～ ※19・20A 班長（防犯防災部 木村・澤田） 

【12月の実施日】 

12月 4日（土）17：30～ ※20B・21班長（防犯防災部 小田島・賀川） 

12月 18日（土）17：30～ ※22・23班長（防犯防災部 木村・澤田） 

 

○集合場所  西が谷公園 （※雨天｟小雨の場合も｠中止。中止の連絡は致しません。） 

途中参加大歓迎！（マスク着用） 

拍子木の打音が近づいてきたら是非ご参加下さい！ 

尚、参加者にはお飲み物をご用意しております。 

皆様方のご協力をお願い致します。 

以上 



 

あかね台二丁目自治会 

会員の皆様 

                   令和 3年 11月 7日                                             

あかね台二丁目自治会 

 

                               自 治 会 長  新野 正智  

                       福祉児童部長  加島 章 

令和 3年度 赤い羽根募金／年末たすけあい募金について 

 時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、令和 3 年度赤い羽根募金及び年末たすけあい募金の時期がまいりました。昨年度の募

金では、多くのご寄付を頂き有難うございました。 

この募金は、皆様のご理解とご協力のもとに成り立っているものです。 

趣旨をご理解の上、ご協力をお願い致します。 

 

＊ 赤い羽根募金 ・・・・・・・・ 神奈川県内の福祉関係団体などに配分されます。 

 

＊ 年末たすけあい募金・・・・ 青葉区内の福祉関係団体、青葉区社会福祉協議会の推進                                                                                         

                事業の活動資金になっています。 

 

－ 記 －  

募金時期   一世帯につき「募金封筒」２種類を１枚ずつお取り頂き、ご協力頂ける方は 

自治会費徴収時に各班長さんへお渡しください。 

 

目安金額  赤い羽根募金 一世帯あたり      ２0０円 

        年末たすけあい募金 一世帯あたり  ２００円 

              

※ この募金は、地域の民間福祉のニーズを受け付けてから募金を行う［計画募金］のため、

あらかじめ目標額が設定されています。そのため目安額を設けさせて頂きましたが、募金

は任意ですので、ご理解を頂き、ご協力をお願いいたします。 

 

※ どちらの募金も個人で２千円を超える寄付は所得税の控除がありますので、控除証明が必

要な方は、募金封筒にお名前を記入いただき、その旨班長さんへお申し出ください。 

                                                          

以上 

※封筒を分けてください 



令和 3 年 11 月吉日 

あかね台 2 丁目自治会の小学生及びその保護者様 

あかね台 2 丁目自治会 福祉児童部 

 

 

『芋掘り大会』&『クリスマス会』のご案内 
 

いつも自治会活動に対してご理解・ご協力頂きましてありがとうございます。 

下記の日程で「芋掘り大会」&「クリスマス会」を開催いたします。多数のご参加をお待ちしていま

す。 

⚫ 芋堀り大会  ※詳細は次ページを参照ください。 

11 月 21 日（日）13 時～16 時 30 分 

予備日 11 月 27 日(土) 9 時～12時 30 分 

申込締切り 11 月 15 日 

 

⚫ クリスマス会 ※詳細は次ページを参照ください。 

12 月 12 日（日）午後 

※時間を分けることも検討しています。 

 時間は申し込み後にご連絡します。 

申込締切り 11 月 26 日 

 

参加希望の方は、下記メールアドレスへメール送付をお願いします。  

akane2welfarechildren@gmail.com  

今後はこのアドレスより連絡をしますので、受け取り設定の確認もお願いします。 

※頂いたメールは 24時間以内に必ず返信します。 

もし返信が届かない場合は新野会長(090-3347-2106)までご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またボランティアの申し込みや質問等も上記のメールアドレスへお願いします。 

※当日はコロナウィルス感染予防対策にご協力をお願いします。 

※新型コロナウィルスの影響等により、急遽中止の可能性があることを予めご了承ください。 

 

QR コードはこちら ⇒ 

参加申込メール記載内容 

タイトル：【芋掘り大会参加申込】もしくは【クリスマス会参加申込】を入れてください 

本文：下記項目を入れてください 

 班 

 参加児童の氏名、学年 

 保護者の氏名、連絡先（緊急時に連絡が取りやすい電話） 

 保護者参加の有無（芋堀り大会のみ） 

 他 配慮してほしいこと、要望など 
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◼ 芋堀大会詳細 

１．対 象：2 丁目自治会の小学生とその保護者 

ご兄弟の参加も OK です 

  また中学生以上のボランティアも募集しています 

２．集合場所：熊の谷公園 ブランコ付近 

３．畑の場所：右の地図を参照ください 

自治会館より徒歩 30 分ほどの場所です 

４．好ましい服装：汚れてもいい服装、靴（長靴） 

（長袖、長ズボン等肌が極力露出しない服装） 

５．持ち物：軍手、スコップ、タオル、水筒、紅白帽、芋を入れる袋 

※紅白帽は移動中の安全確保のための目印とする予定です。 

 

◼ クリスマス会詳細 

１．対 象：2 丁目自治会の小学生 

２．開催場所：あかね台自治会館 2F 

３．持ち物：手さげ袋(配付したプレゼントを入れるもの) 

４．会の内容： 

1 丁目子ども会との合同企画です。 

下記のものを 1 人ずつ順にやってもらいます。 

・ クリスマス釣りーゲーム 

特製釣り竿で特大サイズのお菓子を釣り上げます。 

・ 輪投げゲーム&くじ引き 

輪投げゲームをしてその得点によって、くじ引きできる回数が変わりま

す。 

・ 写真撮影 

クリスマス仕様の背景で一人ずつ写真撮影をおこないます。 

撮った写真は後日ご自宅のポストにお届けします。 

  ※内容は都合により予告なく変更される可能性があることをご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 




