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残念なお知らせ・・・自治会企画催事の中止について・・・

会長 髙田 健二
新型コロナ感染は未だに私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。Go to Travel や Go to
Eat など、政府は感染防止と同時に経済復活を目指す二律背反的な大変苦しい政策を打ち出して
いますが、どちらも本当に大事なことだと思います。うまくいって欲しい、一日も早くコロナが収
まって欲しいと願うばかりです。そして早く元通りの生活が戻ることを切に望んでいます。
こんな状況下、今後の自治会活動について大変残念なお知らせをします。
★秋開催予定、恒例の「バス旅行」は中止。
★班長交流会（11 月 15 日開催予定）は中止。
★地域防災訓練（自主防災会主催/町全体の防災訓練、秋開催を予定）は中止。

※代替え措置として 11 月 15 日に「自主防災会員向け、防災倉庫の点検、備品操作習熟訓練」
を開催します。会員外の皆さんも参加可能です。備品を手にするいい機会、お待ちします。
いずれも「三密」を避ける観点からやむを得ないことと判断しました。
それぞれ参加を期待されていた方々には大変残念な対応となりましたが、主催者として忸怩た
る思いで結論付けた状況をご理解いただきたく、この自治会だよりをもってお知らせいたします。
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これまでの活動報告
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こんな環境でしたが、外での活動は、対策を練り、できる限り中止しない方法を探り、以下の行事
を開催しました。開催にご協力いただいた皆さまはもちろんですが、マスク着用を守りそれぞれ
の行事に参加いただいた子供さんや町内の皆さまに心より感謝いたします。
１．夏休みラジオ体操（8/3～7、岩ヶ平公園）を開催しました
<生みの苦しみ>
新型コロナ禍で小学校の夏休みが短くなり、
ラジオ体操実施を上記期間に変更。ところが
直前に「市内の学童保育施設にてコロナ患者
が発生」のニュースが飛び込んできました。
そこを利用する児童には岩小児童も含まれ、
児童の通うクラスが学級閉鎖となってしまい
ました。もしこの児童も感染していればラジ

みんな元気に
参加しました！

オ体操開催は無理かもしれない😢
直ちに市役所学校教育課、学校長の見解や

ない人には自治会が大人用・子供用マスクを
用意し配布する。
②受付を止め、受付時の混雑を回避する。
③体操時は互いの間隔を保つよう指導する
④終了後のジュース・お茶の配布を止め、紙
パックジュース・お茶を持ち帰ってもらう。
⑤受付を止めることで子供たちが楽しみに
している皆勤賞は出せないが、最終日に皆
勤者に拍手でお祝いする。

他町の動向などを収集し、我々として最悪中
止は止むを得ないことを念頭に、開催できる
場合の対応策をたてました。
①参加時にはマスクを着用すること。着用の

⑥例年「おはようございます」と大きな声で
挨拶しますが、これも止めて挙手に変更。
そして 7 月末、小学校長から児童は陰性のご
連絡をいただき、開催が決定しました。

2

参加者は例年よりやや少なく、一日平均約
100 名が参加しました。マスク着用を守り、間
隔をとり、挨拶は挙手で。毎日元気いっぱい
の笑顔を見せてくれ、「コロナに負けず頑張

りましたね」と、同時に「開催出来て本当に良
かった」の声を皆さんからいただきました。主
催者としても本当にうれしく思った瞬間でし
た。また来年も楽しいラジオ体操にしましょう。

2．夏の星空観察会（9/19）
ラジオ体操時の対策事項をもとに星空観察
会も開催を決定しました。しかし予定した

宇宙ステーション）が約 6 分間、会場の真上を
飛行し、参加していた皆さんは大喜びしまし

8/29 はスタートしたものの途中から雲に覆わ
れ、雨も降りだし開始早々中止に。翌 30 日に
延期となりましたが、夕方から雲が張り出し
観測不可の状況となり、中止を決定。半田先
生から「このまま観察会をなくしてしまうの
は残念だし、期待している方も多いのでリベ
ンジしましょう！」の緊急提案で 9 月 19 日に
開催となりました。
その 19 日当日は夕方 6 時 30 分に ISS（国際

た。観察は木星と土星。月は開始時間には西
の空に沈んでしまい観察できず。また土星観
察をする頃にまたまた雨雲が・・・。雲間から観
察できたのは短い時間でしたが、土星の輪も
観察できました。約 80 名もの方が参加いた
だき、子供よりも大人の方々が目を輝かして
望遠鏡をのぞいていました。次回の観察会は
12 月 19 日・冬の星空観察です。今度こそ期待
しましょう！
左：8 月 29 日時の観察できる
はずの星座です。今年は火
星が地球に大接近するとい
うことでずいぶん話題にな
りましたね。星空を見上げる
のは夢が膨らみますね。次回
12 月 19 日の観察会を楽しみ
に待ちましょう！
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３．公園清掃をしました（7/29 岩園第 2 児童公園、8/2 岩ヶ平公園、9/6 岩園公園）
コロナ禍に負けず町内公園清掃活動を推進
しました。5 月から 9 月の間、公園はすごい勢
いで草が生い茂ります。ひどいところは膝丈
にまでになります。これでは「公園で遊ぶ気
にもなりません」ね。役所の清掃は年 2 回と
なっていて追いつきません。自治会として

「せっかくある町内公園をできれば自分たち
できれいにしたい」を掲げ推進しています。
草刈り機も 3 台になりました。清掃の後は「き
れいになったね」が嬉しい会話。どうぞ皆さ
まも参加しましょう！マスク着用し頑張ってき
ました。参加いただいた皆さん、ありがとう!!
左：岩園第 2 児童公園。膝丈まで草が・・・。
中：岩ヶ平公園。前日に有志で草刈りをし
ておいたおかげで真夏の清掃も予定
も半分の時間で終えました。
下：岩園公園。階段横の葦の茂りが邪魔
でしたが。皆きれいになりました。

今後の清掃活動
10 月 18 日（日曜）：仲池公園
11 月 29 日（日曜）：甲南公園
★11 月中旬～バス通り歩道清掃。
ナンキンハゼの落葉に合わせ、市の
清掃車走行時に歩道の落ち葉を清
掃する。ぜひご参加を!!

４．役員会議のネット会議開催にトライしました
コロナ禍にあって自治会役員会議の在り方も
課題となりました。従来から使用させていた
だいている芦田事務所では「密」状況。ここ
で実開催していいのか？では朝日ヶ丘集会
所にするか？会議参加メンバーは役員 7 名
に弥生会、自主防災会の会長、福祉委員代表、
運営委員の皆さまで構成されますが、多い時
には 15 名前後が参加します。そこで 7 月、8
月の会議を「ネット会議」にトライしました。
役員の平均年齢 70 歳＋。…果たしてうまく
できたでしょうか？
案の定、操作方法がわからない。アプリが

会議は密になりやすい

ダウンロードできない。画面は出たが声が出
ない。画面が固まってしまう・・・なかなかうま
くいきませんでしたが、そこは日頃から気心
の通じる仲間。全員参加はかないませんでし
たが、和気あいあいとして会議を体験できま
した。コロナ感染という危険性もなく安心感
が何よりの収穫。あとは慣れることと確認し
ました。 ネット会議は、今後、もし緊急事態
発生ということになれば、今回の経験が生か
せることを実感しました。
でも、やはり顔を合わせる会議がいいですね。
互いの健康確認の場ですもの。

そこでスマホ、タブレット、パソコンを使って遠隔会議を。
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5．班長交流会中止に伴う各班長からの声を集めています
冒頭に案内した通り、今年の班長交流会は中
中止になりましたが本来交流会で交わされ
止となりました。交流会は例年開催しており、
るはずだった各班長さんからの声をただ今
ここで出たいろいろなご意見、提案などは、
集めています。まだ提出いただいていない
それ以降の自治会活動に生かすようにして
班長さん、返信封筒の投函、よろしくお願いし
きました。
ます。
6．その他の活動も継続し、また再開しています💛
＜弥生会/長谷川啓治会長＞：
岩ヶ平公園でのグラウンドゴルフ。さすがに一
時中止していましたが再開しました。体を動
かす、動かせる有難さに感謝し、仲間に会え
る喜びを体感しています。健康体操会も継続
実施しています。楽しいおしゃべりはチャック。
お仲間に会い体を動かすことがいかに大事
か、を実感しています。コロナにて外に出るこ
とができず家に閉じこもることとならないよ
う、会員同士の見守り活動を推進せねば…と
案を検討中です。
＜自主防災会・自主防犯会/津村芳彦会長＞
毎月の町内パトロール活動は禍中ですが継
続実施しています。最近町内は建築物件が多
く不特定多数の町外者が出入りしています。
パトロールする姿が不審者への警報ですの

で頑張っています。ただコロナ禍での活動は
高齢者にはやはり不安もあります。少しでも
若い皆さまの参加を心待ちしています。よろ
しく！ 地域防災訓練は中止となりましたが
防災倉庫点検と備品習熟訓練は実施します。
街の安心・安全を確固たるものにすべく、頑
張っています。どうぞご参加ください。
＜福祉委員会より/松永慶子さん＞
アクティブライフ岩園で開催してきた「いわ
ぞの喫茶」はコロナ禍をまともに受けた形で
開催できないまま半年以上が過ぎてしまい
ました。これまで参加いただいた皆さまから
も再開を待ち望む声が届いていますので、何
とか別の形ででも皆さんがお顔を合わせる
機会が作れないか…模索しています。一日も
早く状況が好転することを祈っています。

◆日本赤十字社、共同募金へ自治会として寄付しました。
毎年寄付をさせていただいています。今年も
覧ください）。自治会では会員１世帯当たり
大きな災害が発生しました。日赤に寄付した
100 円を寄付の目安として合計 7 万円を予算
ものは国内だけでなく世界の災害困窮者な
化し、先般それぞれに 35,000 円ずつを団体
どへ配布されます。また共同募金は原則県内
として寄付いたしました。少しでも世のお役
の福祉活動に提供されます（別配布資料をご
に立てますこと、期待しています。
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

自治会からのお願い
①資源ごみ出し！
木曜に出すことを徹底しま
しょう。
相変わらず水曜や金曜の市
の収集日に出されている方
がいますね。資源ごみはゴ
ミではなく活動資金です。
★分別ルールは守りましょ
う。特にアルミ缶とスチール
缶の区分!!段ボールは解い
て。発砲を入れないで！

②転入・転出者情報！
新たに転入された方には自
治会加入のご案内をしてい
ます。引っ越しのご挨拶があ
った時にお誘いの声掛けを
し、事務局・納谷へご一報く
ださるとありがたいです。
転出者も判明の段階でご一
報下さい。気づいたらいなく
なった…は悲しいですね。

③お隣さんへの声掛け！
皆さんのお隣さんはお元気
に過ごされていますか？
全く交流もなく知らない？
それでは寂しくありません
か？
お互いの顔が見え声が聞こ
える風通しの良い町がこの
街の原点です。まさかの災
害発生時にはお隣が一番の
味方ですよ！

発行責任者 自治会事務局長：納谷周吾

