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③防災訓練（10 月）
すみれが丘の防災訓練を 2013 年 10 月 12 日
（土）に開催し、多くの方の参加を得て、充実し
た訓練を実施することができました。今回はスタ
ーツ CAM（株）様のご協力による起震車での地震
体験や消防車との記念撮影、水消火器の操作体験、
防災備蓄食品の配布等も実施しました。
災害はいつどんな形で襲ってくるかわかりま
せん。各家庭で常に万一に備えましょう。町内会
でも当日の反省も踏まえ、よりよい防災訓練プロ
グラムを今後も考えてまいります。

～冬号の内容～
１． ご挨拶
２． 2013 年度の主要行事の報告
３． 町内会加入促進活動について
４． 防犯部会からのお知らせ
５． 民生委員さんが代わられました
６． おくやみ
１．ご挨拶
町内会長 荒牧國弘
すみれが丘町内会の皆さま、本年もどうぞ宜し
くお願いします。
昨年は防災対策に重点を
置いて町内会活動を進めて
きました。特に、町内会によ
る安否確認体制と防災拠点
の整備を図りました。
今年はこれまでの活動に
更に減災も加え、自助（自分
と家族を 守る）
・共助（近隣
や町内会での助け合い）の確
保のための対策を検討・実 どんど焼きの竹伐り
に参加しました！
施したいと考えています。

水消火器を使ってみたよ！

２．2013 年度の主要行事の報告
2013 年度も先日のどんど焼きでほぼ主要な行
事が終わりました。多数のご参加及び開催へのご
協力ありがとうございました。ここでは担当部会
ごとに、まとめて概要をご報告します。
（１）防災部会
（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治）
①初期消火訓練（5 月）→夏号を参照ください
②消火器販売・詰め替えあっせん（11 月）

起震車で震度７を経験！
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（２）環境衛生部会
（部会長 上村良雄、副部会長 山本裕加）
●けやき通り清掃（11～12 月）ほか
毎年恒例のけやき通りの清掃を、2013 年 11 月
24 日、12 月 8 日、12 月 15 日の 3 回に亘り実施
致しました。
今年はいずれの回も天候に恵まれ、多数の町内
会の皆様のご協力を頂き（全部で 624 名のご参
加！）、すみれが丘のシンボル、けやき通りの並
木道がすっかり綺麗になりました。ご参加の皆さ
ま、ありがとうございました。
環境衛生部会では、ゴミ出しルールについて守
って頂くため、チラシを配布するなどして皆様に
ご協力をお願いして来ましたが、おかげさまでだ
いぶ解決に向かっております。皆様にはゴミ問題
についてのご理解をより一層深めて頂きたいと
考えています。また、町内環境の整備を進めるた
め、皆様からご意見等を頂ければと思います（ご
意見送付先(E メール)：info@sumiregaoka.com）。
頂いたご意見を参考に 2014 年のゴミ問題の解決
のための目標を定め、一層の努力、活動を進めま
すので、皆様のご協力をお願い致します。

年 9 月 29 日（日）にすみれが丘小学校体育館で
実施しました。
今回はジャズ演奏、ストレッチ体操、すみれが
丘の小学生によるハンドベル演奏・ 歌（合唱）
が披露され、記念撮影や最高齢の方への花束贈呈
などを実施しました。参加者は 124 名に達し、楽
しいひと時を過ごすことができました。

敬老会のハイライト、子どもたちの大合唱
③健康づくり「ウォーキング講習会」
初の試みである講習会を 2013 年 10 月 24 日
（木）すみれが丘会館で実施しました。
講師には、NPO 法人ウォーキング研究所理事
駒崎 勝氏をお招きし、参加者 28 名があり、歩
くことによる健康維持について学びました。大変
好評で、第２回目も予定したいと思います。
（４）交通安全部会
（部会長 盛田博之）
●交通安全講習会”チリカ”開催
すみれが丘町内では、時にけやき通り沿いの歩
道をかなりのスビードで自転車が走行し、歩行者
を危険にさらす運転が見受けられます。そこで、
初めての試みとして、2013 年 11 月 17 日に、す
みれが丘小学校体育館にて自転車交通マナーの
向上を目的にした、自転車交通安全講習会”チリ
カ”を開催しました。
＜“チリカ”の内容＞

けやき通りがきれいになりました！
（３）女性・福祉部会
（部会長 富岡洋子、副部会長 石井知子）
①福祉講演会
昨年度に続く第２回福祉講演会「加齢への対応
を考える」を 2013 年 6 月 16 日(日）にすみれが
丘会館で実施しました。
講師には専修大学人間科学部心理学科准教授
の岡村陽子氏をお招きし、参加者 48 名を得て貴
重なお話を聞くことができました。
②敬老会
毎年恒例の「第 34 回すみれが丘敬老会」を 2013

1)啓発 DVD 視聴『なぜ自転車事故は起きたか』
2)都筑警察署による自転車交通安全講話
3)Let’s トラビック（お馴染みの童謡に交通安全の
歌詞をのせ、交通事故に遭わないための行動を取り
入れたエアロビクス）
4)お楽しみ抽選会（自転車安全グッズが当る！）

自転車を運転される方には、歩行者に配慮する
などマナーを守って頂きたいと思います。
部会では、今後もお子様からお年寄りまで安心
２

して暮らせる街を目指してこの様な講習会を開
催する予定ですので、是非ご参加ください。

（６）その他の行事
①第４回すみれ夏祭り（8 月、後援行事）
第４回のすみれ夏祭りが、８月３日（土）にす
みれが丘小学校で開催されました。テーマは「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」。ゆかた＆仮装でオンステージ
では最後に花火もあがって盛り上がりました。ま
た今回は「エコ」を重点に置き、リユース食器の
使用やスタンプラリー等の企画も行いました。楽
しんでいただけましたでしょうか。

Let’s トラビック！事故を避ける体操だよ
（５）体レク・子供部会
（部会長 木口真人、副部会長 三品鉄路）
①ラジオ体操の会（7 月）
すみれ小の校庭で 7 月 22 日～28 日にラジオ体
操の会を開催しました。毎日子供約 200 名、大人
約 80 名が参加しました。最終日には頑張った子
に景品が配られ、みんなうれしそうでした。

夏祭りですみれ盆踊会が踊りを披露
②第 29 回どんど焼き（1 月、主催行事）
毎年恒例になってい
る「すみれが丘どんど
焼き」が、晴天に恵ま
れた 2014 年 1 月 12 日
（日）にすみれが丘公
園で行われました。
今回は餅をつけて焼
く福枝の収集に課題が
出ました。円滑な実施
に向けて、今後関係機
関との調整、工夫が必
要となっています。
第 29 回どんど焼きの様子

子供たちの元気な姿がイイね！
②第３回餅つき大会
今年で 3 回目を迎える「すみれが丘餅つき大
会」。参加者は 400 名を超え盛り上がりました。
子供たちが、つきたてのお餅を美味しそうに食べ
ていました。

３．町内会加入促進活動について
プロジェクトリーダー

吉原週朗

非会員の方をご存知でしたらお知らせください！

すみれが丘町内会では、これまでも町内会未加
入世帯に対する加入促進活動に努めて参りまし
た。組長さんのご協力による未加入世帯の把握
（分布状況）、加入案内パンフレット等の作成・
配布等です。さらに 2012 年度から準備を進め、
2013 年の秋から、役員訪問による加入勧誘活動
に着手しました。

がんばれー！うーん、重たい！
３

すみれが丘の 2013 年犯罪件数
○空き巣４件（昨年比＋２）
○自転車盗５件（同±０）
○ひったくり１件（同±０）
○振り込め詐欺１件（同±０）
５．民生委員さんが代わられました
加入促進活動用のリーフレット等
プロジェクトチームでは、東日本大震災の経験
から学び、災害時の支え合いの輪を広げること、
住民の負担の公平なものにするには町内会加入
世帯を増やすことが安全で住みよい町づくりに
つながると確認しました。その上で昨年活動実績
を踏まえて未加入理由を調査し、他の町の成功事
例を見て、役員の訪問と話し合いを柱に活動して
いくことに決めました。
そして実際に役員が非会員世帯を訪問し、お話
しをしてみたところ、数ヶ月で 22 世帯の加入に
つながりました。未加入世帯からの反応には、
「加
入しなくても別に困らない」、
「誰も説明に来なか
った」、
「パンフレットは受け取ったが、詳しく見
なかった」等があり、対話が不足していたことが
大きな要因であったことがわかりました。
数軒の集合住宅オーナーとも話し合いました。
その結果、町内会の活動を理解され、居住者の加
入へのご協力をとりつけました。
現在の大きな課題は、転入者の情報をタイムリ
ーに得られないことです。新築、転入世帯があっ
た場合の加入勧誘は組長にご担当いただくこと
となっていますが、実際には難しい面もあると思
われますので、その場合は加入促進プロジェクト
チームのメンバーにご相談・ご連絡（ご意見送付
先(E メール)：info@sumiregaoka.com）いただけ
ればと思います。
４．防犯部会からのお知らせ
防犯部会長

戸市紀

空き巣が倍増！ ご注意を！
昨年は愛犬家の皆様のご協力を得て、「わんパ
ト」など地道な活動を実施してきましたが、残念
ながら空き巣の被害件数は増えてしまいました。
皆さん、今年こそ犯罪をゼロにしましょう！

民生・児童委員を１８年間も長きに渡り務めら
れていたされていた松尾三喜子さんが、2013 年
12 月 31 日でご退任されました。本当にありがと
うございました。後任には、山田由美子さんが就
任されました。すみれが丘の２３～２６番、３６
～４３番がご担当地区となります。
６．おくやみ
平成 25 年 6 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。
保古 ヨ子（よね）様
山本 經子 様
船崎 キク 様
胡麻尻 明廣 様
今井 英一 様
平田 滋昭 様
大石 治 様
竹村 靖夫 様
上田 祥二 様
織茂 幸男 様
庭野 静雄 様
淺谷 矩之 様
川野 俊彦 様

4月6日
6 月 11 日
6 月 12 日
7 月 14 日
8月1日
9 月 22 日
9 月 24 日
11 月 14 日
11 月 25 日
11 月 28 日
12 月 15 日
1 月 22 日
1 月 22 日

＜編集後記＞
○編集担当がこのところ多忙で、ホームページの更新も
滞り気味です。なかなかタイムリーな情報やお役立ち情
報をお届けできなくてすみません。もう少し余裕ができ
るといいのですが。更新が容易なブログタイプのワード
プレスが使えないか挑戦中です。誰か教えて！
＊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、写真提
供、編集・デザイン等にご協力いただける方を募集して
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

すみれが丘町内会のホームページはこちら → http://www.sumiregaoka.com
４
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（35-30）
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（20-24）
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（18-42）
（16-4）
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（19-15）

