
盆踊り花火大会
日時：８月 14.15 日

夜６時 30分より

場所：幣川神社境内

金魚すくい

☆ ８月の主な行事予定
３日(金) 自主防災ポンプ点検 公民館

８月 11日(土)

集合 9：30

夏休み「親子木工教室」

〔参加：区内の小中学生とその保護者〕

◎参加無料 申込は各常会の育成会役員に！

公民館

１４日,１５日 盆踊り花火大会 幣川神社

９月２日(日) 区民運動会 俊英高校グラウンド

区民運動会
期日：９月２日(日)

場所：俊英高校グラウンド

アメシロ防除のお願い  ８月～９月(２化期防除デー)

 7 月～8 月上旬に成虫が発生(第 2 化期) 1 匹のメスが 800～2,000 粒の卵を産卵

 卵は約 1 週間でふ化する。

 卵からかえった幼虫は、10 から 12 日間葉にまとまっているので、この時期に

防除するのが効果的。 ⇒ この時期が過ぎると分散し食欲も旺盛となる。

 駆除の方法

 巣の処分 分散する前に枝葉を切り取り、踏みつぶすか 焼却する。

 薬剤散布は、・デプテレックス 1,500 倍 (水 10 ㍑に薬液 6.7cc)

・スミチオン 1,000 倍   (水 10 ㍑に薬液 10cc)

※防除デーとは関係なく自宅の周囲でアメシロを発見したら即、駆除をお願い致します。
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「薬剤散布機」貸します。(無料)
アメシロ防除＆除草剤散布に使って下さい。

 ノズル交換で二役！

細かい霧 高い所に散布可能

防除用ノズル

大粒子散布

仕様
背負乾電池式動噴

タンク容量 10L

本体重量 3.1Kg

電池は 140L 噴霧可

除草用ノズル

「背負乾電池式動噴」 単 1乾電池で駆動 高さ 6メートルまで散布可能

お申込は 御幣川区環境美化 高野雅史℡293-8523 副区長 中村勇℡293-5008 へ

☆ 春のごみゼロ運動、河川一斉清掃結果報告
５月２７日に実施された春のごみゼロ運動、河川一斉清掃の結果について、ご報告いた

します。環境美化推進員、常会長、隣組長、常会役員各位により区全体で、延べ１１８

名の皆様で実施していただきました。ご苦労さまでした。
区 分 空き缶(本) 空き瓶（本） ペットボトル(本) 可 燃 物(ｋｇ) 不 燃 物(ｋｇ)
１８年春 ４０６ ８８ １２１ ８１ ３１

１９年春 １６７ ５９ ７０ １０５ １０

２０年春 １１７ １８ ４５ ４３ ２３

２１年春 １４６ ９ ５０ ２０．８ ２３．６

２２年春 １１４ ２６ ７９ ２５．４ ２１．６

２３年春 １２４ ２９ ５６ ２８．８ ４６．７

２４年春 １７５ ２２ ５８ ２７，５ １０，０

全体では数量が減っておりますが、日常自宅の回り、常会内に目を配りいつも

清潔な常会であるよう環境美化にご協力をお願い致します。

☆ 区の資源回収に ご協力を！

回収日は 第二日曜日です

次回は８月１２日(日) （第 2日曜日）

「エコ活動に協力し、区の財政に貢献しましょう！！」

回収日には、隣近所に声をかけて、ご協力ください。

回収月日

 8月１２日

 9月３０日

 10月２８日

１１月育成会で回収

紙 類 資 源



☆中央地区球技大会 頑張りました！
７月１日(日)篠ノ井公民館中央分館による｢中央地区球技大会｣が開催されました。

参加した御幣川チームは大活躍し、女性バレーボールチーム、ソフトバレーボールが優勝。

日頃の練習の成果を存分に発揮しました。選手の皆様、応援の皆様、公民館役員の皆様ご

苦労様でした。

女性バレーボールチーム

中央地区球技大会の結果
ソフトバレーボール 女性バレーボール 三世代ゲートボール

優 勝 御幣川 優 勝 御幣川 優 勝 会

準優勝 合戦場 準優勝 五明 準優勝 高田

３位 会 ３位 会 ３位 昭和

４位 昭和 ４位 御幣川

５位 合戦場

４００歳野球は雨天中止

ソフトバレーボール ３世代ゲートボール

7 月 1 日中央地区の球技大会が開催されました。女性バレーボールチームも優勝目指して参

加しました。第１戦、五明チームと対戦サーブレシーブセッターに確実に戻ってトス、目覚め

るようなキレのあるスパイクが決り相手を翻弄して２セット連取で快勝。第２戦会チーム、過

去の対戦では何度も悔しい思いをし、勝てない相手です。１セット、ズルズルと会のペースに

引き込まれセットを落とす。２セット全員が気持ちを切り替え多彩な攻撃で相手のミスを誘い

大差をつけて取り返し、３セット、ボールを落とさずレシーブ・トス･スパイクと良くつなぎ

２･３セットを連取し優勝カップを手にすることが出来ました。日頃の練習の成果の結果と、

公民館･区の皆さまの大きな応援が優勝につながったものと感謝しております。篠ノ井大会･ラ

ンク別大会を控えていますが、この大会においてよい成績を残せるように練習に励みますので

応援をよろしくお願いします。          飯島 農本 記



☆ 夏真っ盛り！注意一番「熱中症」

熱中症かもしれない、と思ったら、まっ先にしなけ

ればならない基本中の基本を挙げてみたので、いざと

いうときのために、ぜひ、覚えておこう。

1. 涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに

移動する

2. 衣類をゆるめて休む

3. 体を冷やす

氷や冷たい水でぬらしたタオルを手足に当てる。

氷や冷たい水がない場合は、タオルやうちわ、

衣服などを使ってあおぎ、風を送って冷やす。

4. 水分を補給する

このとき、水分だけではなく、汗によって失われた塩分も補給する必要がある。スポーツドリ

ンクなどを少しずつ何回にも分けて補給しよう。

● 意識がはっきりしない場合は

反応が鈍い、言動がおかしい、意識がはっきりしない、意識がない。こういった場合はすぐ

救急車を呼ぶ。意識がない場合の水分補給は厳禁。

また、吐いてしまった場合にのどを詰まらせないよう横向きに寝かせよう。

● 熱中症で気分が悪く成ったら、症状が回復しても必ず病院へ

熱中症になったら、回復した後でも必ず病院で診てもらおう。

☆ ふれあい会食

７月 14日(土)  御幣川公民館にて、ふれあい会食を開催しました。

食事メニュー:ちらしずし、すまし汁ほか。

食事のあと、参加者の皆さんで七夕の飾りと短冊にそれぞれの願い事を書いて、竹に飾り

付けました。飾り付けた竹枝は皆さんに持ち帰っていただきました。

参加者の皆さんは、とても良い思い出になると喜んでおりました。

和気あいあいとした、とても素晴らしい 1日になりました。

ご協力ありがとうございました。     

御幣川福祉委員会

実行委員長 秋山美智子

ペットの排泄物は飼い主が処分

 散歩中の犬の糞を片づけるのは、飼い主の義務

 糞の処理用具を持たずに犬の散歩するのは論外です


