
７月 

・ ２日（土）・お神輿、子供会 

・ ３日（日）・ＶＳＰ（ボランティア・サ 

        ポート・プログラム） 
・ ９日（土）・役員会 田島観音 １９時～ 

・１７日（日）・VSP  ９時から 

・２３日（日）・舞台作り ８時～ 

・３１日（日）・防犯パトロール １９時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＶＳＰとは、国土交通省・さいたま市・地元

団体との環境美化活動の締結により清掃や花壇

の手入れを行っております。 

・お元気です会より 

 １，）６月１８日（土）２５（土） １８時よりの盆踊りの練習お疲れ様でした。 

    久しぶりに踊った「浦和おどり」や新しく覚えた「マツケンサンバⅡ」が 

    印象的でした。 

２，お知らせ 

１，今月の活動内容 

発信日 令和４年７月１日２時０５分 

第一巻 第一号 

田島第四自治協力会のページ 

事業年度 活動アーカイブ 

令和３年度 こちら→ 

令和４年 ４月 こちら→ 

令和４年 ５月 こちら→ 

令和４年 ６月 こちら→ 

令和４年 ７月 未登録 

令和４年 ８月 未登録 

令和４年 ９月 未登録 

令和４年１０月 未登録 

令和４年１１月 未登録 

令和４年１２月 未登録 

令和５年 １月 未登録 

令和５年 ２月 未登録 

令和５年 ３月 未登録 

回覧板はこちら 

ハイライト 

† ７月２日（土） 

  ・子供神輿  

    田島観音境内  

    ９時～ 

† ７月２３日（土） 

†  ・舞台作り 

†    田島観音境内  

    ８時００分～ 

   

ＮＰＯ法人さいたま都市まちづくり協議会内 

お元気です会「打ち水の環」 

写真提供 高橋範人様 

・おたより 2号 

・おたより 創刊号 

広報紙「おたより」便 

TOPへ 

【７月】 

http://www.saitama-npo.jp/jitikai/2021/jitikai.html
http://www.saitama-npo.jp/jitikai/2022/home22004.pdf
http://www.saitama-npo.jp/jitikai/2022/home22005.pdf
http://www.saitama-npo.jp/jitikai/2022/home22006.pdf
http://www.saitama-npo.jp/jitikai/otayori/VOL02.pdf
http://www.saitama-npo.jp/jitikai/2021/otayori-1.pdf
http://www.saitama-npo.jp/jitikai/jitikai1.html


➊お元気です会では、「盆踊り」をみんなで踊れるように 

 下記の日程で、練習会を開催いたしました。 

  皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

ーーー下記の内容は盆踊りの練習を実施した日ですーーー 

  浦和おどり・きよしのズンドコ節・マツケンサンバ 

        

 １，令和４年６月１８日 （土） １９時～２１時 

  

  第１回 盆踊り練習会 田島公民館 体育館 

   

 ２，令和４年６月２５日 （土） １９時～２１時 

  

    第２回 盆踊り練習会 田島公民館 体育館 

 

 ※ 持ち物 水筒・手ぬぐい・運動靴 

 ※ 参加は 原則回覧板で登録した人とします。 

現在の活動 

   １）地元の行事等に出向き、田島第四自治協力会が保有する和太鼓を 

     多くの方に聞いていただく活動をしております。 

      【令和２年度 国土交通省・さいたま市・地元団体のＶＳＰ（ボラ 

       ンティア・サポート・プログラム）の式典で太鼓を披露 】 

 

   ２）小学校 土曜チャレンジの要請により太鼓演奏の体験を実施予定 

 

   ３）会員であれば、自治会が主催する太鼓の実演が出来ます。 
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➌ OBOG太鼓の会 

田島第四自治協力会のページ 

➊ お元気です会 

現在の青年団の活動  

  １）小学校 土曜チャレンジの要請でウクレレ講座を担当 

      【令和３年度より活動】 

  ２）たじま観音夏祭りに参加協力 

      【令和３年度より地元の夏祭り実行員会に参加協力】 

  ３）活動報告資料の作成 

      【団員の活動を広く知っていただき、参加者を募集】 

❷ 青年団 

 

園部団長の「ウクレレ教室」の写真 

ＶＳＰの式典で太鼓を披露 



➊毎月 最終日曜日 １９時から田島観音会館より 

 防犯パトロールを実施しております。 

 

 

    ７月の防犯パトロール 

  

    ７月３０日（日）１９時～ 

      【実施予定】 

➊ 西浦和駅前清掃  毎月第１日曜日  

  （１２自治会及び商店会の選抜メンバーによる） 

  （主催：住みよくする会） 

❷ バイパス沿い清掃 毎月第1,３日曜日（VSP） 

  （自治会員及び有志連合） 

  （主催：西浦和駅東西地区まちづくり協議会） 

➌ 自治会内全域の清掃 5月の「ゴミゼロキャンペーン」 

  （対象は全会員） 

  （主催；さいたま市） 

➊ たじま観音夏祭り実行委員会 

❷ 田島ハロウィンフェス実行委員会 

➌ 西浦和駅前清掃（住みよくする会） 

❹ 西浦和環境美化委員会（VSP）（まちづくり団体） 

❺ 田島地区社会福祉協議会 

❻ 青少年育成西浦和地区会  

❼ 青少年育成田島地区会 

❽ 田島第四子供会 

第１巻 第１号 

❻ 他の団体との連携 

❹ 防犯パトロール 

❺ 環境美化（清掃） 
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田島第四自治協力会 

さいたま市桜区田島５－２０－２４ 

   ＦＣ２１ビル ３階 

 ＮＰＯ法人さいたま都市まちづく

り協議会内  

総務部 

令和２年 台風19号がさいたま市を襲い荒川が

決壊寸前で、何とか持ち堪えてくれたのが幸い

でした。 

油面川があふれ青果市場付近では床上浸水が起

こり罹災証明書の発行をしなければならない程

の所まで甚大な被害が出てしまいました。 

 さいたま市の西浦和駅周辺のまちづくり調査でも桜区

は自然があり住環境は良いのですが、一番心配なのが水害

であると云われております。 

 現在、水害時の垂直避難場所について関係者を集め検

討を開始しております。 

 これからは、安心・安全なまちづくりを考える上で地

域全体で防災に取り組む必要性があります。 

電話: ０４８（８３８）８３７５ 

FAX: ０４８（７６２）８３７３ 

電子メール: 

❼ 自主防災の育成 

コミュニティ活動を大切にし、 

 安心・安全なまちづくりを皆さんと 

  一緒につくりませんか？ 

総務部からのお知らせ 

７月２３日（舞台作り）８月５日・６日（夏祭り当日） 

 ・現在、夏祭りのボランティアを募集しております。 

  先ずは、ご興味のある方は総務まで気軽にお声掛け 

   ください。 

   ・活動ボランティア内容 

    ・舞台作り 

    ・演出者（カラオケ・ギターリスト等） 

    ・警備要員・案内係など  
自主的な活

動をモット
ーに 

  自治会活
動を一緒に

 

   楽しみま
せんか？ 

台風１９号により、カマキリ公園のカマキリの

首まで水没してしまいました。 



回覧板 

さいたま市の回覧板 ホームページへ 

 ７月  ・さいたま市省エネ・節電等啓発ポスター    ・子育て世帯生活支援特別給付金案内ポスター  

     ・「ブロック塀等の除却・建替えの費用を助成します」チラシ ・高齢者生きがい推進チラシ      

・ファミリー・サポート・センター提供会員募集チラシ  ・もの忘れ検診案内チラシ  

・新型コロナウイルスワクチン4回目接種チラシ  

➊さいたま市からの回覧板 

桜区からの回覧板 ホームページへ 

 ７月 

 

❷桜区からの回覧板 

田島団地交番の回覧板 ホームページへ 

   ・  

 

➌交番からの回覧板 

西浦和小学校の学校たよりへ 

７月 

 ・学校たより  

❹学校からの回覧板 

田島中学校の学校たよりへ 

７月 

 ・学校たより  

田島小学校の学校たよりへ 

７月 

 ・学校たより  

その他 

７月 

 ・ 

❺その他の回覧板 

TOPへ 

https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_energy_saving.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_kosodate_setai_sien.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_blockwall.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_koureisha_ikigai.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_familiy_support.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_monowasure.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093_d/fil/R4_6_corana_vaccine_4th.pdf
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093.html
https://www.city.saitama.jp/001/013/007/p074093.html
https://nishiurawa-e.saitama-city.ed.jp/dayori/tayoritop.html
https://tajima-j.saitama-city.ed.jp/html/otayori.html
https://tajima-e.saitama-city.ed.jp/GakkouDayori/tayori-top.html
https://nishiurawa-e.saitama-city.ed.jp/dayori/tayoritop.html

