
斎南ミニだよ
り 2021年10月斎藤分南部町内会

町内会費へのご協力、ありがとうございました
急な連絡にも拘らず、9月の町内会費回収にご協力頂きありがとうございま
した。また、回収が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。
斎南町内会の1年間の会費収入は、約300万円にもなります(大金ですね)。
私たちが町内会活動を続けられるのは、皆様からのご支援・ご協力があるか
らこそだと再認識しました。皆様からの貴重なお金を無駄遣いしないように、
大切に使っていきたいと思います。毎年5月の総会資料の収支報告だけでな
く、可能な限りこのミニだよりの中でもお金の報告を入れていきたいと考え
ています。今後ともご支援下さいますようお願い申し上げます。

斎藤分小と二谷小の統合案(正式には、二谷小学校の建替えに伴う学校規模適正化)に
ついて、9月に実施した連合町内会アンケートへのご協力、ありがとうございました。
斎南町内会では200を超える回答があり、賛成・反対それぞれの意見がありました。
現在、賛否および意見の集計を行っています。他の町内会との調整を行った上で、ア
ンケートは報告する予定です。もう少しお待ちください。

斎藤分小統廃合アンケートへのご協力、ありがとうございました

今後の予定は、以下の通りです。
 10/2(土) 斎藤分小近隣の町内会会長会議(各町内会アンケート結果の共有)
 10/9(土) 斎藤分小学校学校運営協議会 (学校・PTA・地域)
 10月後半以降(未定) 検討部会開始 (学校・PTA・地域・横浜市)

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/
sesaku/tekiseika/shokibo/saitobunfutatsuya.html

横浜市HP資料

9月のカフェは、緊急事態宣言下だったた
め、残念ながら中止にしました。楽しみに
している方が多いので、状況が良くなれば
是非再開したいと考えています。

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)

10/30(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)

日時

斎南町内会には、防災の消火器具としてスタンドパイプ
(6機)とハリアー型放水具(3機)があります。しかし、い
ざ必要になった時に使えなかったら、意味がないですよ
ね。そこで、防災器具の点検ツアーを企画しました(実際
の放水はやりません)。
スタンドパイプやハリアー型放水具を、見たことも触っ
たこともない方、大歓迎です!! (実は、私(会長)自身も経
験なし・・・)

11/14(日)
10:00~

大募集
防災器具点検ツアー

11/14(日) 10:00~ (1~2時間程度)
(雨天時：延期)

場所 斎南町内会館に集合
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非常持出バッグの中にあると重宝する物は何？

①風呂敷 ②新聞紙 ③太めの輪ゴム
（答えはミニだよりのどこかに）

最近「屋根が剥がれてますよ」や「水道管の点検をしますよ」と言って敷
地内に立ち入り、強引な営業をしようとする業者達が町内を歩き回ってい
ます。うっかり口車に乗っかると、剥がれてもない屋根に上がって屋根瓦
や屋根板を剥がしたり、家の中の水道を検査するふりをして不必要な工事
をして大金を要求する可能性があります。十分注意してください。
しつこく迫ってくる場合は、「近所の方に業者を紹介してもらってますの
で結構です」と答えてください。もしご自宅のインターフォンにカメラ機
能が付いていれば記録しておいてください。

来月(11月)です!

【注意喚起】屋根・水道管などの補修業者

第1土曜
(9:15~)

募集
ミニだより配布
毎
月

毎月第1土曜日に、
ミニだより/広報誌
を各組の連絡係に配
布する準備をしてい
ます。

毎月、連絡係の皆さ
んにも手伝って頂い
ています。ありがと
うございます。

時間のある時(毎月
開催)にお手伝い頂
けるだけで、大変嬉
しいです。お待ちし
ております!!

次回は来月

11/6(土)です

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/


(地図)横浜市行政地図情報提供システムより

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

善龍寺

栗田谷交差点

グレース美容室

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

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)

タイムスケジュール (トライアル結果より変更の可能性有)

1回目トライアルは10/25(月)!!

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)

一般の方の募
集は1月から

時刻

第1便

第2便

13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

買い物(14:00～15:00)

バス停集合
(13:45～)

解散
(15:15)

買い物(14:30～15:30)

バス停集合
(14:15～)

解散
(15:45)

定員(各日)

 6名 x 2便 (計 12名)
(コロナ禍より80%搭乗率とする)

斎南のバス停(検討中)
(トライアル結果より変更の可能性有)

斎藤分小学校

来陽(くるひ) くん

親御さんより
◎名前の由来
太陽の様な明るい子に
育って欲しい、この子
の周りにもそんな人達が集まっ
て来て欲しい。そんな思いを込
めました！
◎お子さんへの思い
三男坊として産まれ
た来陽、お兄ちゃん達に色んな
事を学んで逞しく育って欲しい
なと思います。

かわいいパッチリな目
の中に、芯の強さを感
じますね。お兄ちゃん
達から影響を受けて、
今後の成長が楽しみ!!

斎南防災担当

防災
ミニクイズ
の答え

赤ちゃん誕生祝
https://forms.gle/je5MRp3CAxhwAjBx7

今年度から始まった赤ちゃん誕生祝(お祝い金5,000円)、随時応募お待
ちしております!! 右のWebフォームより申請下さい。

未就学児への 応援プレゼント https://forms.gle/uhNJAQLRVMdR7JLB7

(1) 2021年10月23日(土) 10:00 (申し込み締切済み)
(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)

可能ならお子様と一緒
にお越しください!!

21年度限定の未就学児へのプレゼント企画(図書カード2,000円)にご
応募頂いた皆様、ありがとうございます。
応募がまだの方は右のWebフォームより。残り2回なのでお早めに!!

10, 11月 の イベント・行事

10/2(土) 斎藤分小学校統廃合の近隣町内会会議

10/9(土) 斎藤分小学校統廃合の斎藤分小学校運営協議会

10/13(水) 子ども会 廃品回収(8AM前) [毎月第2水曜日]

10/23(土) 未就学児プレゼント会(第1回) / 買い物移動支援サービス打合せ(第8回)

10/25(月) 買い物移動支援サービス (トライアル1回目)

10/30(土) 斎藤分小地域防災拠点 全体訓練 (運営委員)
地域カフェ サロン南の丘 (11AM)

11/6(土) 11月斎南ミニだより/広報誌 配布(連絡係)

11/14(日) 斎南防災器具ツアー (10AM)

六角橋地域ケアプラザ
済生会神奈川県病院
神奈川区社協
斎南町内会

他の使い道や、他に便利な物がないか、ご家庭で考えてみるのも面白い
かも。（頼りになる奴は貴方の隣にいる by防災部）

全部。
①風呂敷 物をまとめたり、包帯や三角巾として使えます。

②新聞紙 身体に巻いて防寒、靴の湿気取り、丸めて副え
木の代用等々かなりの万能アイテムです。

③太めの輪ゴム 物をまとめたり固定したり、包帯留めや

止血帯として使えます。幅2㎝以上の物を。

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

