
斎南ミニだよ
り 2021年9月斎藤分南部町内会

2021年度の『町内会費』を集めます!!

会費 一般世帯：300円/月 (年間 3,600円)
学生世帯：150円/月 (年間 1,800円)

徴収方法

『今年度の町内会費は集めると聞いたけど、一体いつになったら集めるの!? 』
『もう8月が終わったのに、本当に町内会費を集める気あるの!?』
『町内会長は、何をモタモタしているんだ!? 』
今年度の会費徴収について、疑問や不安に思われた方も多いと思います。
ご心配をお掛けして、申し訳ありません！

連絡係さんへのお願い
• 各組の会員の方から、会費(一年間分)の回収をお願いします。
• 町内会費を受領後、会員の方に領収書(*)をお渡し下さい。
• 新しく会員を希望する方からも徴収お願いします。退会を希望される方からの徴

収は不要です。
• 各組の町内会費(*)と町内会費集金表(*)は、10/2(土) (10月ミニだより配布時)

に、町内会館までお持ち下さい。

町内会費(一年間分)は、連絡係さんに
お渡しください。(9月末まで)

(*) 領収書、町内会費集金表、町内会費領収書は、3月にお渡しした ”連絡係さんへ
の説明資料” に入っています。もし、資料を紛失された方は、町内会会計部(佐南
(491-4047) 又は 藤澤(491-0383)まで、問合せ下さい。

コロナが心配であまり外出していない。人
と接することが減っている。最近、外で美
味しいコーヒーを飲んでいない・・・。
そんな方のための地域のカフェです!!
コロナ対策下(マスク/消毒/屋外)の、テイ
クアウトのコーヒーはいかがですか。

開催日

飲み物

場所

毎月1回

斎南町内会館

コーヒー, 紅茶, お茶
(100～１50円)

9/18(土)

11:00~12:00

土曜日開催

テイク
アウト

コロナの影響で中止の場合
もあります。詳しくは掲示
板を見て下さい。

斎南カフェ(7月の様子)

防災
ミニ
クイズ

コロナによる人の接触を心配して、会費徴収をずっと先延ばしにしていた経緯がありまし
た。しかし、ようやく町内会費を集める決心がつきました (未だにコロナが収まらず、皮
肉にも今がコロナのピークで心苦しいのですが・・・)。町内会の運営維持のため、また、
更に徴収を先延ばしにすると今年度が終わってしまう(!?)ため、今の時期に徴収をさせて
頂くことにしました。

皆様からの町内会費は、文化祭などのイベントだけでなく、防災/防犯/環境美化活動費や、
町内会館維持費、町内会館建替えの積立金などに使用させ頂いています。
少しでも町内会に協力頂ける方は、町内会会員になり、町内会費の納入にご協力頂けると、
大変ありがたいです。もちろん、町内会への入会は任意です。いつでも入会および退会で
きますので、気兼ねなく申し出て下さいね。

災害時に身の廻り品、貴重品等を持ち出すとき、何を使いますか？

①リュックサック ②ショルダーバッグ
③手提げ袋 ④風呂敷
(答えはミニだよりのどこかに~)

9, 10月 の イベント・行事

9/8(水) 子ども会 廃品回収(8AM前) [毎月第2水曜日]

9/18(土) 地域カフェ サロン南の丘 (11AM)

9/20(月) 斎藤分小学校統合案のアンケート締切日

10/2(土) 10月斎南ミニだより/広報誌 配布(連絡係)
町内会費回収 & 敬老祝品配布(10:30AM～)

10/23(土) 未就学児プレゼント配布(第1回) (10AM)

９月より「アルミ缶」の回収は、なくなります。
間違って子ども会廃品回収場所にはお出しにならないようご注意下さい。
なお、アルミ缶以外(新聞紙や古紙、本・雑誌、段ボール)は、今まで通り回収を
行いますので、ご協力宜しくお願いします。次回は、9/8(水) 朝8時前です。

斎南子ども会 廃品回収品に変更あります

地区 10/2(土) 来館時間

1 ～ 3A 10:30 ～ 11:00

3B ～ 5 11:00 ～ 11:30

6 ～ 8 11:30 ～ 12:00

10/2(土)は、町内会費の回収
に加えて、敬老祝品の配布が
あります。
密を避けるため、時間を守っ
て、来館をお願いします!!

年度の途中で引っ越されて
きた方は、斎南にお住まい
の期間分の会費となります。

ようやく!!

アンケート

お願い
斎藤分小統合案

斎藤分・二谷小の統合案(決定ではない)について、近隣町内会と
合同で地域の意見を集約したいと考えています。
アンケート(A4別紙)へのご協力お願いします。
絡係さんへ 回収し9/20(月)までに町内会館ポストへお願いします



斎南町内会ホームページ
http://www.saitobun-nanbu.com/

斎南町内会へのお問い合わせ

町内会長 萩谷 秀人
080-1262-9283

hagiya55@yahoo.co.jp

今年度から新しく “赤ちゃん誕生祝” と “中学卒業祝” 制度を始めることにしました!!

赤ちゃん誕生祝 & 中学卒業祝 はじめます!!

新しくお祝いが始まった経緯は？

斎南町内会では、75歳以上の方には敬老祝品、亡くなられた方には香典、小学生には子
ども会活動の補助があります。
一方で、以下のような声もありました。
『町内会は、若い現役世代にはあまり恩恵がないと感じています』
『子供の数が少ない今、赤ちゃんが生まれた時に地域でお祝いしてあげたいですよね』
『小学校を卒業したら、地域や町内会と関わりがなくなり、寂しく思っています』
そこで、もっと多くの世代に地域と繋がる “きっかけ” になって欲しいとの、町内会役
員の願いから始まったのが、“赤ちゃん誕生祝” と “中学卒業祝” です。

対象  2021年4月2日以降に生まれた赤ちゃん
 斎南町内会員であること

お祝い お祝い金5,000円を贈ります

申請
方法

該当者は右のWebフォームより申請下さい。
必要事項(名前、誕生日、連絡先など)を記載要。期限なし。
Web申請ができない場合は、町内会まで申請下さい。

未就学児への応援プレゼント
2021年度は、未就学児へのプレゼント制度もあります!! お見逃しなく

実は、 5月ミニだよりで赤ちゃん誕生祝を発表した後、4月前生まれた赤ちゃんにもお
祝いを渡せると、会長から一部の方に連絡してしまいました(正しくは2021年4月生ま
れより)。混乱させてしまった皆様、申し訳ありません。全て会長の責任です・・・。
しかし、お祝いを貰えると聞いていたのに貰えない悲しい思いはさせたくないと、町
内会役員から声が上がり、今年だけ未就学児に広げて、応援制度を作りました。

急に、一体なんで？

対象  2015年4月2日～2021年4月1に生まれた未就学児
 斎南町内会員であること

プレゼント 一人のお子さんにつき図書カード(2,000円)を贈ります。

申請
方法

受け取
り方法

プレゼントは、斎南町内会館で、以下の日程(計3回)でお渡しします。
ご都合の良い日を選んで、お越しください。

(1) 2021年10月23日(土) 10:00 (申し込み締切 9月末)
(2) 2021年11月20日(土) 10:00 (申し込み締切 10月末)
(3) 2022年1月月22(土) 10:00 (申し込み締切 12月末)

(地図)横浜市行政地図情報提供システムより

バス停 決まりました
(トライアル結果より変更の可能性有)

神奈川大学寮

バス停①

バス停②

バス停③

バス停④

バス停⑤

ロゴステッカー作り (右のロゴが完成品)

トライアル実施予定日(21年度)

 10月25日(月)
 11月24日(水)
 1月27日(木)
 2月25日(金)
(予約方法は後日に連絡)

時間スケジュール

 13:30～16:30で2便を予定
 買い物時間は、約1時間
(詳細スケジュールは後日)

斎南防災担当

防災
ミニクイズ
の答え

①リュックサック
災害時に大切なのは、両手を空けておくこと。ショルダーバッグでも
良いのですが、動き易さを考えると、リュックサックが一番！
そして、できるだけ家族全員分を用意すること。個人差はありますが、
5歳以上ならそれなりに背負うことはできるはず。
実はコソコソと町内の方にアンケートを実施した結果、非常持出バッ
グを準備している方は28人中14人！ サンプル数が少ないので斎南全
体の傾向とするには無理がありますが、思ったより少ないかなぁ。
(斎南だからこそ災難に備えようぜby防災部)

善龍寺

栗田谷交差点

斎藤分小学校

グレース美容室

移動支援サービスの概要
が固まってきました！
途中報告です!!

行先(買い物)

 イオン東神奈川
(トライアル結果より変更の可能性有)

ロゴステッカーを
デザインしてくれ
た宇田さん(社協)

バスにロゴを貼りますので
目印なれば嬉しいです!!

ピンク色はどうですか？

一般の方の募
集は1月から

21年度だけの

限定企画！

申請内容を確認後に、町内会よりお祝い金をお渡しします。
(申請後からお祝いをお渡しするまで数か月かかる場合があります)

来年以降もずっと続きます!!

該当者は右のWebフォームより申請下さい。
必要事項(名前、誕生日、連絡先など)を記載要。
Web申請ができない場合は、町内会まで申請下さい。

可能ならお子様
と一緒にお越し
ください!!

https://forms.gle/je5MRp3CAxhwAjBx7

https://forms.gle/uh
NJAQLRVMdR7JLB7

中学卒業祝いの詳
細は、卒業(3月)
間近にお知らせし
ます。

赤ちゃん誕生祝

http://www.saitobun-nanbu.com/

