
斎南ミニだより 2021年12月斎藤分南部町内会

11/20(土) 未就学児プレゼント会(第2回) 防災器具点検ツアー 11/14(日)

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

(1) 2021年10月23日(土) 10AM (申し込み締切済み)
(2) 2021年11月20日(土) 10AM (申し込み締切済み)
(3) 2022年1月22日(土) 10AM (申し込み締切 12月末) 申込みは残り1回！

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)は残り1回!!
申込みは12月末締切！ 応募がまだの方は右のWebフォームより。

皆さん、とっても素敵な笑顔で集合写真です!!

防災
ミニクイズ

地震はいつ何時発生するかわかりません。心身共に弛緩して
いる入浴中に揺れを感じたら、さぁどうする？
（答えはミニだよりのどこかに）

募金方法

集めた募金袋は、1月ミニだより配布時
(1/8(土))に町内会館まで持参下さい。

年末たすけあいの封筒(黄緑色)にお金を入れて
12/31(金)までに連絡係さんに渡して下さい。

年末
たすけあい
募金 (任意) 連絡係さん

へのお願い

今年度限定の未就学児プレゼント
会(第2回)を実施しました。たく
さんの風船や飾りの中、子供たち
も元気と笑顔をいっぱい見せてく
れました。参加頂き、ありがとう
ございました！
スタッフのお揃いの赤Tシャツも、
カッコよかったですね。

12/11(土)
10:00~12:00

気分はクリスマス

コロナ影響で
中止/変更の場合あり

3周年のサロン南の丘は、多くの方にご来店
頂いています！ ありがとうございます！
次回の12月は、クリスマス気分を味わえる
よう準備するので、楽しみにして下さい!!

開催日

飲み物

場所

毎月1回 (最近は土曜日開催)

斎南町内会館

コーヒー, 紅茶, お茶
(100～１50円)

スタッフの皆さんが温かく
迎えてくれます!!

斎南には、初期消火器具として、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。塩原防災部
長より、スタンドパイプ/ハリアー
の設置場所と使い方を学びました。
実際にものを見るだけでも防災への
意識が非常に高まりましたね。
今回は、子供や神大生など多くの方
に参加頂き、感謝の一言です。今後
は更に活動を広めていきたいですね。

(1)スタンドパイプの使い方

スタンドバイプは
赤い箱の中

消火栓まで移動し
ホースを繋げます

消火栓はオレンジ色が目印!!

消火栓のマンホールを
開けます。頑張って!!

こ
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(2)ハリアー型放水具の使い方

ハリアーは
プラスチック
ボックスの中

ボックスの中の黄色の
袋の中に、ホースがあ
ります。ホースを水道
栓に繋げば、直ぐに使
えます!!

11/13(土)のカフェの様子『みんな笑顔で、はいチーズ!!』

新スタッフが
お手伝いに!!

斎南公式キャラクター



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

斎南防災担当

入浴中に揺れを感じたら、①浴室の扉を開ける②態勢を低くし浴槽の縁
をつかむなどして身体を安定させる、こと。浴室は家の中では比較的構
造が頑丈ですが、扉が歪んで開かなくなる可能性があるので①の行動は
重要です。また、床は滑りやすいので、揺れているときに慌てて立ち上
がろうとすると転倒の危険もあります。そして、揺れがおさまったら素
早く身体を拭き、服を着ること→身体が濡れていると服を着るのが大変。
なお、鏡や窓ガラスが割れて散乱することもあるので注意してねー。
（クールな心で素早い行動 by防災部）

防災
ミニクイズ
の答え

 1月27日(木)
 2月25日(金)

11/24(水)に2回目のトライアル(斎
南⇔イオン東神奈川)を実施しまし
た。今回も多くの方に乗車頂き、あ
りがとうございました！ 来年1,2月
に残り2回のトライアルを実施予定
です。予約方法は、1月ミニだより
で連絡します！

トライアル日程(残り2回)

日時 12/18(土) 13:30～
(毎月第3土曜)

場所 斎南町内会館
飲物ご持参下さい

山田(逸) 045-481-6085
大津 045-413-3604

問合せ先

パソコン相談もやってます
(年賀状の宛先で困った！
➡相談）

65歳以上
(気持ちは永遠の

ボーイズ&ガールズ)

12,1月 の イベント・行事

12/5(日) 防災講座 (10:30AM~)

12/8(水) 子ども会 廃品回収(8AM前) [毎月第2水曜日]

12/11(土) 地域カフェ サロン南の丘 (10AM)
買い物移動支援サービス打合せ (1:30PM)

12/18(土) 防災拠点訓練 (防災拠点委員のみ) (1PM)
おしゃべり会 (1:30PM)

1/8(土) 1月斎南ミニだより/広報誌 配布(連絡係)
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生ゴミ 缶ペットボトル プラスチック

12月

28日(火) 通常通り収集します

29日(水) 臨時収集日 通常通り収集します

30日(木) 通常通り収集します

31日(金)

収集はお休みです

1月

1日(土)

2日(日)

3日(月)

4日(火) 通常通り収集します

5日(水) 臨時収集日 通常通り収集します

買い物移動支援サービス (トライアル2回目実施!!)

斎南麻雀教室
再開を検討中!!

月に1回一緒におしゃべりして、楽しい時間を過ごしま
せんか!!

月・金収集日のみ

月・金収集日のみ

コロナ感染状況が今の程度ならば、1月に麻雀教室を試験的に
再開することを検討中です。但し、感染対策として、マスク必
須、手指の消毒またはゴム手袋の装着、会話の抑制、等を講じ
る予定。再開の最終決定はミニだより1月号で連絡します。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/kyodo_manabi/
kyodo_shien/katsudoshien/sukettobank.files/0325_20211015.pdf

斎南に住む

かながわ区民
助っ人Bank

の紹介 登録名 後藤 雄二 さん (斎南在住)

内容 自身の不動産を自身で守る『自主管理』
のポイントを提示。

メッセージ 不動産管理のコツがつかめます。現在
管理を委託されている方にも見直しの
きっかけになるかと思います。

“かながわ区民助っ
人BANK”で検索

民生委員の青島さん、ふれあい委員の菊池さんと六角橋地域プラザの全体会
の研修に参加しました。地域住民の約40人が参加しました。講師は長年、精
神障害者と向き合ってきた岡村真由美さんでした。統合失調症・うつ病・発
達障害などの症状を持っている方々の生活状況（独居・家族と同居・生活介
護施設・グループホーム）を説明されました。「障害者の方たちとはごく普
通に接してください」という言葉がとても印象的でした。(滝田賢治)

ふれあい訪問員・全体研修会：11/25(木)

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)

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)

【注意喚起】斎南で11月某日深夜に不審者!?
11月某日の深夜3時ごろ、男(上:ダウンジャケット/下:ジーンズ、千鳥
足!?)があるお宅のインターホンを押した上に、ドアを開けようとした事件
が発生しました。幸運にもドアの鍵は閉めていたので、そのまま男は立ち
去ったそうです。警察には連絡済みですが、男の正体は分かっていません。
ドアや窓の鍵は必ず閉めましょう！不審者がいたらすぐ110番!!

予約方法は
1月ミニだよりで

区民センターの助っ人Bankはご存知でしょうか？ 自身の特
技・経験・知識を活かした街の先生たち(ボランティア)が登録
されています。今回は、助っ人Bankに登録されている斎南の
後藤さんの紹介です。

申込みは区民活動
支援センターへ

連絡係さんへ
1月のミニだより配布
は、1/8(土)です

ピ
ン
ク
色
バ
ス

(

ロ
ゴ)

が
目
印
！

たくさん買い物して喜んでもらいました!! (11/24(水))

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

