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～夏号の内容～
平成 25 年度総会が開催されました
今年度の行事等の予定
専門部会長から
行事報告
トピックス（最近のすみれが丘の姿）
おくやみ
すみれ夏祭り（8/3）のお知らせ

って、主に組長さんに１年間担っていただきたい
役割について、会員の関心の高い防犯（防犯灯管
理）や防災（訓練）を中心に説明が行われした。
最後に、南山田町内会、北山田町内会、すみれ
が丘小学校及びすみれが丘郵便局からのご来賓
の挨拶があり、無事に閉会となりました。
来年の総会までの１年間、新組長さんにはいろ
いろご負担をお掛けしますが、どうかよろしくお

１．平成
１．平成 25 年度総会が開催されました
年度総会が開催されました

願いします。

平成 25 年度すみれが丘町内会の総会が平成
25 年 4 月 20 日（日）の午後 1 時～4 時に、すみ
れが丘小学校体育館で開催されました。
例年通り、この日から新組長になられる方々は、
各ブロックに分かれて担当される部会を決定す
る話合いを行うとともに、ブロック会長から「組
長の仕事」についての説明を受けました。その後
各担当部会に分かれて、今度は専門部会長から活
動内容と年間の活動計画等の説明を受け、いろい
ろな質疑を行いました。
組長総数 74 名（組）中、出席が 73 名（委任状

ブロックごとに今年の担当を話し合いました

7 名含む）で成立要件を満たしましたので、午後
2 時 20 分から、富岡副会長の司会で総会がスタ
ートしました。会長挨拶（荒牧会長）
、議長・書
記の指名後、４つの議題について下記のように報
告・審議が行われました。
まず、議題 1,2 の平成 24 年度事業報告と決算
報告については、賛成多数で承認されました。決

総会の様子

算については、監事から監査結果の報告があり、
特に指摘・質問もなく承認されました。次いで議
題 3,4 の平成 25 年度事業計画案と予算案につい

２．今年度の予定
平成 25 年度の町内会での行事等の予定は表の
とおりです（すでに４～６月の行事は終了してい
ます）
。会員の皆様にはぜひ奮ってご参加いただ

ても、詳しい説明が行われたあと審議に付されま
したが、特に質問もなく、賛成多数で承認されま
した。
総会はこれで終了でしたが、その後の時間を使

きたいと思います。
１

主要行事等の予定
月
４月

2)交通安全部会（盛田部会長）
交通安全部会は、子どもやお年寄りも安心して

行事等
自転車講習会→雨天延期

暮らせる住み良い交通環境づくりを目指し、交通

春の全国交通安全運動

事故防止に努めてまいります。

平成 25 年度（第 38 回）町内会総会（4/20）

春に予定していた自転車講習会はあいにくの

初期消火訓練（5/12）
５月

雨で中止を余儀なくされましたが、秋の交通安全

連合町内会・社会福祉協議会総会（5/19）

週間には、自転車の運転マナーに関する講習会を

連合町内会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（5/26）
６月
７月
８月
９月
10 月

福祉講演会（6/16）

予定しておりますので、皆様ご参加下さい。

平成 25 年度第１回組長会(7/7)

3)体レク・子ども部会（木口部会長・三品副部会長）
体レク・子ども部会は、スポーツ（体育）やレ

(参議院選挙 7/21 見込み)
夏休みラジオ体操の会(7/22～28)

クレーションなどを通じて、町民の相互の親睦・

夏祭り（後援行事）(8/3)

交流や子ども達の健全な育成のお手伝いをする

平成 25 年度（第 34 回）敬老会(9/29)

ことを目指しています。

秋の全国交通安全運動・自転車講習会

今年は、昨年度に続き「夏休みラジオ体操の会

防災訓練(10/12)

（7 月 22 日～28 日）
」
、
「餅つき大会」など楽しい

赤い羽根共同募金
11 月

行事を企画しております。また山田連合町内会主

消火器薬剤詰替・新規購入あっせん

催の体育関係行事への協力も行います。８月のす

年末助け合い募金
けやき通り清掃（11～12 月）

みれ夏祭りには、「子ども神輿」などの企画を通

12 月

餅つき大会(12/1)

じてかかわりたいと思います。ぜひ多くの皆様の

１月

第 29 回すみれが丘どんど焼き(1/12)

参加をお願いします。

２月

平成 25 年度第２回組長会(2/16)

３月

更生保護バザー（第 19 回）

なお、体育用具の貸し出し・保管・管理も従来
と同様に行っています。ご利用ください。
4)環境衛生部会（上村部会長・山本副部会長）
環境衛生部会は、これまで清潔で美しいすみれ

３．専門部会長から

が丘の住環境を守るため、ゴミ集積場所の状況確

町内への広報紙等の回覧や上記のような行事

認、ゴミボックスの設置、公園清掃、けやき通り

は主に各専門部会で担当しています。各部会に所

の清掃等を、町内会員、各組長さんのご協力をい

属された組長さんのお力を進めて行きたいと思

ただき進めて参りました。

います。

今後も環境事業推進委員、公園愛護会とも連携

1)広報部会（古賀部会長・西副部会長）

し、町内の環境問題の更なる解決と、ゴミの分別

広報部会では、各ブロックで２名の組長さんの

に関する理解の徹底などに取り組みます。特にゴ

ご協力をいただき、行政から広報紙やさまざまな

ミ集積場を提供されている会員の皆様には、大変

情報をお伝えする印刷物を、組内で「回覧」する

感謝いたしております。使用されている皆様には、

ための仕分け・セッティング作業を月に 2 回（土

この件を良くご理解いただき、周辺の清掃ルール

曜日）すみれが丘会館で行っています。

等をお守り下さる様、お願いいたします。

町内会のホームページ（sumiregaoka.com）の

資源ゴミ（アルミ缶やスチール缶、段ボール・

更新、本広報誌「すみれが丘だより」
（年２回ま

新聞紙・雑誌などの古紙、古布、小さな金属類な

たは３回を予定しています）の編集・発行も引き

ど）は、必ず月曜日にお出し下さい。飲食用ビン

続き広報部会で担当します。

類は金曜日に出すようお願いいたします。
２

5)女性・福祉部会（富岡部会長・石井副部会長）
平成２３年度より、女性・福祉部会と名称を変

7)防災部会（高田部会長・三宅副部会長）
防災部会は、昨年は①各家庭・世帯における防

え、敬老会など従来の活動に加え、福祉活動の第

災・減災に関する啓発活動（防災のすすめの配布）

一歩として、昨年は、福祉講演会「認知症予防と

や②地域防災計画の立案などに取り組みました。

感染症予防について」を、今年は 6 月 16 日に「加

今年は、例年通りの春の初期消火訓練（終了しま

齢への対応を考える」を開催致しました。

した）
、秋の防災訓練、防災備品の管理などに引

今後も地域住民の皆さまのご意見を伺い、それ

き続き当たる予定です。

を参考にして、民生委員さんや地域のボランティ

防災は町内会活動の最重要課題の１つではあ

アグループの方々との連携も図りながら、福祉活

りますが、いつ発生するかわからない災害への備

動を進めていきたいと思います。

えに対しては、部会でできることはごくわずかで、

6)防犯部会（戸市部会長）

会員の皆様方の準備がきわめて重要です。防災訓

（i）すみれが丘の空き巣被害について

練（今年は 10/12 の予定です）等にぜひ積極的に

平成 23 年の 4 件発生に対し、24 年は 2 件と半
数になりました。しかし、25 年は 1 月に 1 件、5

参加いただき、災害への備えについて理解を深め
ていただけますよう、お願いします。

月に l 件と、既に 24 年と同数となっています。
北山田も同じような傾向にあり、他の地区に比較
して被害が多くなっています。どうもこの
この山田地
この山田地
区周辺が狙わ
区周辺が狙われている
が狙われていると言わざるを得ません。
れている
＝すみれが丘の空き巣被害の主な特徴＝
①正月や GW 等の連休で数日間家を留守にした

災害はいつ来るのか？
今でしょ！くらいの心
構えで備えましょう！

②ガラス窓を物理的に破られて侵入された
③電灯をすべて消して外出した
④高齢者でひとり暮らしだった
⑤一戸建ての住宅である

４．行事報告

＜対策＞

・ 平成 24 年度第２回組長会
平成 24 年度第 2 回組長会は 2 月 17 日（日）午

① ご近所の方に留守にする旨を知らせておく
（ →回覧板がポストに溜まるのも防ぐ）
② 雨戸は全部閉めておく（特に 1 階）
③ どこか外から見えやすい小窓の電灯を点けて
おく（トイレ、台所、出窓、2 階の廊下等）
④ 新聞は短期間でも「留守止め」にしておく
（ⅱ）
“お母さん助けて”詐欺について
ひとり暮らしの高齢者が狙われています。息子
や孫を名乗る犯人からショッキングなお金の用
立てを頼まれても、相談する相手がすぐそばにい
ません。あなたの近くにこの様な方が居られませ
んか？ぜひ、日頃から出会ったときは最近の手口
を話題にするなどして力になってあげて下さい。
防犯にはこのようなこころの準備が大事です。
３

前 10 時～12 時にすみれが丘町内会館２階会議室
で開催し、
組長 74 名中 54 名の出席がありました。
会長から防災対策の骨子２点（安否確認と防災拠
点組織の見直し）の報告と、各専門部会からの活
動報告のあと、町内の諸問題について組長との意
見交換が行われました。
第１公園の公園利用とゴミ・犬のフンの問題、
赤い羽根募金への町内会の関与、ケヤキの木の管
理問題、個人宅の植木の管理と交通、組長さんに
よる会員の安否確認方法、町内会未加入の方への
情報伝達・広報、更生保護バザーの協力依頼など
幅広い事柄について、情報交換・意見交換が行わ
れました。詳しくは組長会議事録（回覧済み。ホ
ームページで閲覧可能）を参照ください。

・ 初期消火訓練
平成 25 年度の初期消火訓練は、5 月 12 日（日）
に の べ 約 125 名 が 参 加 し て 行 わ れ ま し た 。

最近 10 年間の世帯数、人口の変遷を調べてみ
ました（グラフは 1998～2013 年で作成。年齢別

うときのために、点検が重要であることも実感で

状況をよくみておく必要がありそうです。

は次の機会にします。
）
。それによりますと、この
10 年で人口はほとんど変化がないことがわかり
9,10,11 時台の 3 回、各 3 地点（計 9 地点）で、
ます。おおよそ 4200～4400 人で推移しています。
初期消火箱の中身、消火栓の開け方、ホースのつ
なぎ方、そして実際の放水までを体験できました。 一方世帯数はじわじわと上昇を続け、約 1600 世
帯から 1750 世帯になっています。これは集合住
特に消火栓のフタに 2 種類あり、開栓棒を使っ
ての開け方が違うのを知ったことは有益でした。 宅の増加により、単身者など少人数の世帯がかな
り増えていることを表しています。
なお、今回の訓練では、4 地点でホースやジョ
今後のすみれが丘を考える上では、このような
イントなどに水漏れがみつかりました。いざとい
きました。
６．おくやみ
平成 25 年 2 月以降、次の方々についてご逝去
のお知らせをいただきました。こころよりご冥福
をお祈り申しあげます。
（敬称略）
平成 24 年 12 月

故 長谷 温彦

（23-38）

平成 25 年 1 月

故 池川 博富

（25-21）

平成 25 年 6 月

故 渡辺 昭義

（20-6）

平成 25 年 4 月

故 金 熊四郎

（25-39）

平成 25 年 4 月

故 実成 宣孝

（6-19）

※おくやみ情報は組長を通じ随時お知らせください。

放水を体験！

７．すみれ夏祭り（8/
すみれ夏祭り（8/3
8/3）のお知らせ

５．トピックス（
トピックス（最近のすみれが丘の
最近のすみれが丘の姿
すみれが丘の姿）

すみれ夏祭り実行委員会
今年もすみれ夏祭りを８月３日（土）にすみれ
が丘小学校で開催します。テーマは「つなげよ
「つなげよ
う！ 深めよう！ 地域の絆 みんなで楽しむす
みれ夏祭り」です。昨年のような参加イベント（ゆ
かた＆仮装でオンステージ）も予定しています。
ダンス、盆踊り、ジャズ演奏などもあります。ま
た「エコ」な企画もあります。どうかお楽しみに。
午後２時に中川西中ブラスバンド演奏でスタ
ートですが、それに先立って午後１時から子供み
こしも行います。奮ってご参加ください。

すみれが丘町内会発足 30 周年記念誌（2005
年）によりますと、町内会ができた 1975 年の世
帯数と人口は、594 世帯 2193 人でした。それが
2005 年には 1655 世帯、4246 人となっています。
また、以下のような記述があります。
・核家族化が進行（世帯当たりの人数が減少）
・15 歳未満の若年比率の低下（高齢化）

＜編集後記＞
※町内の各種の団体の活動について、本紙面やホームペ
ージでご紹介します。ご希望のかたはご連絡ください。
＊記事・記者募集！！
※ホームページや広報誌の記事作成、取材記者、編集委
員を募集しています。下記担当までご連絡ください。
担当：広報部会副部長 西 浩司
電話：594-1971、メール：info@sumiregaoka.com

最近 15 年間の世帯数、人口の変遷
４

