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町内会加入世帯数 4998世帯

新年度が“良い年になりますように"

昨年は新型コロナウイルスが猛威を振るいまし

だ。ウイルスも段閃変異して、人間の手に負えない

これまで経験したことがない強烈なウイルスとな

って出現しました。

感染予防のため、マスク善用、

手洗い、 3密を避ける、不要不

急の外出自粛要請等規制を受

け、緊急事態宣言が発出され都

市間の行き来も制限されましだ。

帰省もままならす、本来家族団

らんで迎えるはすの盆・正月も家

族に会えない寂しい時間を過ごした方が多くおら

れたことと思います。

ゃっと緊急事態宣言の効果が表れつつあるよう

で、このままコロナ感染者が減少することを願わざ

るを得ません。

今後、感染者を早く見つけるための PCR検資、

コロナにかからない

ためのワクチン接種

が始まろうとしてい

ますが、ワクチンの副

反応には情報がきち P
んと伝わり、皆が安全 日

して受けられる体制

を作ってぽしいもの

です。

今まで外出もまま 争

ならなかった高齢者 ’ 
亨・..、

／ 

の方々の体調不良が非常に心配なので、 1日も早く

コロナウイルスが終息し、日閃の生活を取り戻した

いものです。

尾長地区連合町内会会長原田幹太

コロナ禍での地域活動

コロ＋に負けない 1

昨年 2020年は新型コロナウイルスの猛威に世

界中が大きな打撃を受け、今だ終息の兆しが見えま

せん。昨年 2月「高齢者見守りネット研修会」は、

数日前の突然の流行に急逮中止となりました。

地域活動は！まとんとが中止となり、緊急事態宣言

で学校の長期休校、不要不急の外出などの自粛を余

儀なくされ、テレビの報道にも不安とストレスを抱

えた日閃を送られたことでしょう。

今年度から社協の会長を受けましたが、これまで

経験したことの無い事態に困惑しています。社協・

連合町内会では総会・新年互礼会など、これまで

尾長地区の町内会役員の皆さんとの意見交換や懇

親、また次世代との交

流など、これからの尾

長を担う人材の発掘な

守りネット研修会」など 100人を超える会も出来

なくなりました。（民生委員を中心に霊話見守りは

6月より再開）

2021年の新しい地域活動はどのように進めて

いくか、大きな課題となっています。

色閃な活動中止も自粛解除となれ

ば再開となりますが、形を変えた

物になるでしょう。

尾長地区社協も知恵を出し合

いながら地区の福祉活動を中心

に取り組みたいと考えておりま

す。「不要不急」の地域活動を模索しながら進めてい

く予定です。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

尾長地区社会福祉協隣会会長 石田三枝子
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『ぼうさい尾長』 創刊

この度、尾長地区自主防災連絡協議会では、尾

長地区のIBJ内会・自治会や事業所なとが、防災上

の課題や、具体的な防災のための方法、町内会・

自治会や事業所の防災への取り組み事例なと、活

動に役立つ情報を提供する『ぽうさい尾長』を創

刊致しました。

創刊号では、 トーカ

ンマンジョン山根IBJ自

治会の防災訓練の様子

や丸山自治会の防災ヘ

の取り組み等を紹介し

ています。

今後は適

宜、年に

2、3回発

行する予定

ですので、

皆様の取り

組みなどの

情報・ご意

見の提供を

よろしくお

願いいたし

ます。

創刊号発行日：令和 3年 1月

コロナ禍の中で防災訓練
トーカンマンション山根町自治会
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尾長地区自主防災連絡協瀾会会長信濃玉雄

尾畏地区自主防災連絡協議会とは

各町内会・自冶会単位の防災組織や事業

所、高齢者施設などが集まり、相互の連絡謂

整や訓練・ 講座などを行っています。

平成3年6月に結成し、現在19の町内

会・自治会と66の事業所・施設が参加して

います。

令和3年尾長学区あいさつ通り

厳しい寒さが続く中、コロナを挨拶で吹き飛ば

そうと、今年も尾長学区の 6つの保育園・小中高

校生の皆さんから、たくさんのあいさつ漂語が集

まりました。その中から、織旗として、地域に設

置される入選作品が決まりました。

＜瀬戸内高校＞ （オレンジ）
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0 あいさつは 晴れやか気分の第一歩

0 あいさつはみんなの笑顔の宅急便

〇 ぽっとする今朝も聞こえた おはようが

0 あいさつはみんなの絆をつなぐ種

＜桜ヶ丘高校＞ （緑）

〇 いつの日かマスク無しでも言えればね

0 マスクしても笑顔忘れすあいさつを

0 あいさつはみんなをつなぐ愛言葉

0 あいさつで心が通う町にする

＜一葉中学校＞ （青）

0 あいさつと笑顔の輝き比例する

0 あいさつは心の距離を近づける

0 おはようと笑顔で言う君すてきだな

〇 目を見てねあいさつすれば うれしいな

＜尾長小学校＞ （黄）

〇 いってきますげんきなこえで いいだいな

0 また一ぽあいさつ一つでふみだせる

0 あいさつで笑顔花さく 尾長っ子

〇 プルーの日 あいさつされたらレインボー

くあけぼの保育園・わかくさ保育園＞（ピンク）

0 おはようっていったら みんなともだち

いっしょにあそぼ（あけばの保育園）

0 わくわくのきもちでいってきます

いってらっしゃい（あけばの保育園）

0 さようなら またあしたって うれしいね

（わかくさ保育園）

0 あいさつはまちじゅうみんなのたから

もの （わかくさ保育園）

この標語のように、今年も尾

長の町中に、元気な挨拶が響き

渡ることを願っています。


