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コ■ナ感染収束の見通し立たず納涼祭は中止決定

!

コロナ禍が深刻化する中で町会 は、 5月 15日 新年度第 1回 役員会 を開催 しま し
たo役 員会 は三役、区長・ 理事で構成 していますが、 3密 を避 けるために昨年以来、
理事を除 いて 24人 で 開催 しています。役員会 では多 くの人た ちが楽 しみ に してい
る 7月 の納涼祭 について検討 しま した。その結果、緊急事態宣言の延長 に見 られ る
ように、感染収束の見通 しが立たない中で、準備 に係る町会役員をは じめ、参加者、
来場者 の 安全が確保 できない状況である ことか ら昨年 に引き続 き今年も開催 の中止
を決定 しま した。

韓

個人の募金活動 は中止 して船 田 ET金 として― 括納付 します
町会は毎年、 日本赤十字、八王子市社会福祉協議会、高尾交通安全協会交通会員 の 3つ の募金活動 を取 り
組んで きま した。船 田町会では多 くの人たちの協力によつて、毎年 40万 円超 の募 金が集約 され、関係 団体
か ら感謝 されています。 しか し、 コロナ禍での募金活動は役員の感染 リスクが高 まることか ら回避 してほ し
いとの強 い声もあ り、今年度 も深刻な状況に変化がないことか ら引き続 き中止することを役員会で決定 しま
した。ただ し、他の町会も実施 しているように、船田町会 として一括 して各 3万 円ず つ、募金 に応 じる こと
で地域社会 へ 貢献 してい くことに します。なお、個人でも募金活動 に協力 したいという人 には今後、募金の
受付場所 を 「町会 だよ りJで 明 らか に していきますのでこ協力 ください。

町会短信
□春の全国交通安全運動 に延 べ 60名 参力0
4月 6日 か ら 15日 までの 10日 間、船 田交通安全部 (会 長 :渡 辺四郎 )は
昨年 の秋 に引き続 き、延 べ 60名 が 参加 し、無事故で終 了する ことがで
きま した。交通安全部の皆様、大変 ご苦労様 で した。
□ 自由が丘北側の山へ の廃棄物放置 で現地 立会い
平成 29年 頃か ら廃棄物が放置され、新たにその場所へ廃棄物が不法投棄 され始めたことか ら 4月 30
日、八王子市廃棄物対策課 にきていただ き、現地立ち合 いを行 いま した。町会側か らは業者 に対 して廃 棄
物 の早期撤去 の指導強化、廃棄物投棄禁止 の立て看 板 の設置、大きな 本の伐 採 を要請 しま した。
□犬の糞 は迷惑です ! 止めて下さい。
「ここ数か月、中〜大型犬の糞が道路 に放置されています J(1区 )、 「こま くさの家か ら第 2シ ャ トレー
井上アパー トの周囲に犬の 糞 が放置 され困 つています」 (9区 )と 町会 へ 注意喚起の要請が出され ていま
す。衛生、環境美化 の観点 か らも迷惑をかけないように飼 い主は責任 をも って糞 を処理 して ください。
□令和 3年 度町会費 は 6月 19日 か ら徴収 します。
'
毎年 5月 に町会費 は徴収 していますが、 緊急事態 宣言が発 出されていますので 6月 に徴収 します。家計負
担 を軽減するために年間 4,200円 のと こ ろを今年度 は 2,000円 削減 して 2,200円 とす ることを決
定 しま した。あらためて 「町会 だよ り」 6月 号 で明示 しますのでよろ しくお願 いいた します。
□一人暮 ら しの方 は 「支 え合 いネ ッ トワー クJへ 登録を
昨年 9月 時点での船 田町会の 75歳 以上の高齢者 は 342人 にも達 し、一人暮 ら しも多 くな っています。
頼 りになるのは 「遠 くの親戚 よ りも近 くの隣人 Jで す。いざというときに連絡先 も重要です。町会は平常
時の見守 り活動や震災時の安否確認な どを実施 していますが、登録 していただけると活用できます。登録
表を各区に配布 しますので登録 していない方は町会 費を徴収する ときに役員 へ提出 してください。

町会 のホームペー ジ暮 らしの 中 に地域情報を 「船田町会通信」 で検索

