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～夏号の内容～
平成 26 年度総会が開催されました
平成 26 年度の行事予定
専門部会長から
おくやみ
郷土読本すみれが丘の紹介
すみれ夏祭り（7/20）のお知らせ

＜新しく役員になられた方々＞
第３ブロック会長
島山 博明氏
第５ブロック会長
小野寺 昭英氏
第６ブロック会長
間々田 貴美子氏
広報副部会長
池田 浩行氏
体レク・子供副部会長 林
敦氏
交通安全副部会長
宮内 康一氏

１．平成 26 年度総会が開催されました
平成 26 年度すみれが丘町内会の第 39 回総会
が 4 月 20 日（日）にすみれが丘小学校体育館で
開催され、すみれが丘には 8 つのブロックがあ
り、それぞれから 8～11 名の新しい組長さん（出
席 68 名、委任状提出 6 名）が集まりました。
総会に先立ち、組長さんたちは、広報部会（16
名）、交通安全部会（9 名）など、６つの部会（防
犯部会は全組長が兼務）のどれを担当するかの話
し合いを行いました。その後ブロック会長からの
今年度の役員の皆さんです。ご苦労様です！
「組長の仕事」の説明、担当部会ごとの活動内容
及び活動計画等の説明を受けました。
総会は議長の吉田正孝第８ブロック会長の進
行で行われ、平成 25 年度事業報告、決算報告、
平成 26 年度事業計画案と予算案が賛成多数で承
認されました。一部予算案に値の不整合があった
ことから、後日訂正したものを各戸配布すること
となりました。その後役員改選が行われ、下記の
方々が今期の役員として選出されました。
＜選出された役員の方々＞
会長
荒牧 國弘氏
副会長 富岡 洋子氏・木口 真人氏・
総会の様子
上村 良雄氏
総務
中川 由紀氏
会計
吉原 週朗氏
２．平成 26 年度の行事予定
監事
福森 茂氏・中山 幸枝氏
平成 26 年度の町内会の行事予定は下記の表の
また、組長さんへの連絡事項の説明、来賓挨拶
とおりです（4～6 月は終了。一部は日付まで決
ののち、下記の新しい役員（ブロック会長、副部
定済み。）。多くの皆様のご参加をお願いします。
会長等）の紹介も行われ、午後 4 時に無事閉会と
なりました。
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主要行事予定
月
４月
５月
６月

７月

９月
10 月
11 月

12 月

１月
２月
３月

を継続的に開催するなど、今年度も子どもやお年

行事等
春の全国交通安全運動、交通安全看板の設置
平成 26 年度（第 39 回）町内会総会（4/20）
初期消火訓練（5/11）
ウォーキング講演会（6/6）
第 1 回ﾌﾞﾛｯｸ組長会（各ﾌﾞﾛｯｸで適宜調整）
社会福祉協議会賛助会員募集
広報誌「すみれが丘」夏号発行
平成 26 年度第 1 回組長会（7/13）
すみれ夏祭り後援（7/20）
夏休みラジオ体操の会（7/22～7/28）
秋の全国交通安全運動・交通安全講習会
自転車講習会（未定）
第 35 回すみれが丘敬老会（9/28）
防災訓練（10/18）
福祉講演会（又は研修会）
赤い羽根共同募金
消火器詰替・新規購入（11/15）
年末助け合い募金
けやき通り清掃
第 2 回ﾌﾞﾛｯｸ組長会
すみれ丘小ふれあいすみれクリーン活動参加
餅つき大会（12/7）
年末パトロール
第 29 回すみれが丘どんど焼き（1/11）

寄りも安心して暮らせる住み良い交通環境づく
りを目指し、交通事故防止に努めてまいります。
町内には、けやき通りの自転車走行など、交通
危険個所がいくつかあります。皆さん注意してく
ださい。

けやき通りの自転車走行に注意しましょう！
3)体レク・子ども部会（三品部会長、林副部会長）
体レク・子ども部会は、スポーツ（体育）やレ
クレーションなどを通じて、町民の相互の親睦・
交流や子ども達の健全な育成のお手伝いを目指
しています。
「夏休みラジオ体操の会（7 月 22 日～28 日）」、
「餅つき大会」
（12 月）など楽しい行事を企画し
ています。ぜひ多くの皆様の参加をお願いします。
８月のすみれ夏祭りのお手伝いも行いたいと思
っています。
また、山田連合町内会主催の体育関係行事への
協力、体育用具の貸し出し・保管・管理も従来と
同様に行います。ご利用ください。

平成 26 年度第 2 回組長会（2/15）
広報誌「すみれが丘」冬号発行
更生保護バザーとりまとめ
第 20 回更生保護バザー

３．専門部会長から
上記の各行事のうち、多くは各専門部会が担当
します。各部会に所属された組長さんのご協力の
もと進めてまいります。
1)広報部会（古賀部会長、西・池田副部会長）
広報部会では、行政からの広報紙等さまざまな

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、清潔で美しいすみれが丘の住
環境を守るため、ゴミ集積場所の確認、ゴミボッ
クス設置、公園やけやき通りの清掃等を、町内会
員、各組長さんのご協力のもと進めています。
今後も環境事業推進委員、公園愛護会とも連携
し、町内の環境問題に取り組みますが、町内会員
の皆様には、引き続き資源ゴミの回収（アルミ缶
やスチール缶、段ボール・新聞紙・雑誌などの古
紙、古布、小さな金属類などは月曜日にお出しく
ださい）等にご協力をお願いいたします。

情報を伝える印刷物を、組内で「回覧」するため
の仕分け作業を月に 2 回実施しています。
町内会のホームページ（sumiregaoka.com）の
更新、本広報誌「すみれが丘だより」（年２回を
予定）の編集・発行も引き続き担当します。今回
初めて会員の方からの投稿を掲載しました。同様
に皆様からの寄稿をお待ちしています。
2)交通安全部会（盛田部会長、宮内副部会長）
交通安全部会は、昨年から始めた自転車講習会
２

5)女性・福祉部会（富岡部会長）
今年度は、平成 26 年 6 月 6 日（金）に北山田
小コミュニティハウスで「第２回健康づくりウォ
ーキング講習会（講師：NPO 法人ウォーキング研
究所理事駒崎優氏）」を開催し、歩くことによる
健康維持について学びました。「災害時には自分
の身は自分で守る」を目標に、今年度は体力づく
り（足、腰の強化）を中心にした行事として計画
しました。
今後も９月の敬老会など従来の活動に加え、こ
のような福祉・健康増進活動に取り組んでまいり
ますので、ぜひ多くの方に参加いただければと思
います。

・ 初期消火訓練の実施報告
平成 26 年度の初期消火訓練は、5 月 11 日（日）
にのべ 125 名が参加して行われました。9,10,11
時台の 3 回、各 3 地点（計 9 地点。初期消火箱
の新規の設置場所でも実施。）で、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しました。

４．おくやみ
平成 26 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。
平成 25 年 11 月
平成 26 年 1 月
平成 26 年 1 月
平成 26 年 2 月
平成 26 年 3 月
平成 26 年 5 月

根本
真鍋
蓜島
古賀
田子
紺野

妙子 様
武史 様
道雄 様
千鶴子 様
享子 様
ヤス 様

（26-24)
（20-19)
（28-8)
（27-14)
（12-5)
（35-10)

※おくやみ情報は組長を通じ随時お知らせください。

ウォーキング講習会、イイね！
５．郷土読本すみれが丘の紹介

6)防災部会（高田部会長・三宅副部会長）
防災部会は、①各家庭・世帯における防災・減
災に関する啓発活動や訓練、②地域防災計画の立

すみれが丘町内会は
平成 27 年で発足 40 周

案などに取り組んでいます。今年も、例年通りの
春の初期消火訓練（終了しました）、秋の防災訓
練（今年は 10/18 の予定です）、防災備品の管理
などを実施する予定です。これらへの積極的な参
加により、ぜひ災害への備えについて理解を深め
てください。

年を迎えます。
「郷土読
本すみれが丘」（昭和
60 年発行）は、その頃
の街の様子などがわか
る貴重な資料です。
例えば右の図は表紙
ですが、中央のすみれ
が丘小学校の背景に
は、一面に広がる森が
描かれています。都筑
区中心部の変貌前の様子がよくわかります。
また、内容も小学校の歩みのほか、植物や鳥な
どの自然や人々の暮らしの様子、地域の歴史、伝
統的な行事の紹介などもあり、読みごたえのある
ものとなっています。機会があれば、ご一読され
ることをお勧めします。

力を合わせて、放水！できた！
３

＜会員からの投稿＞

５．すみれ夏祭り（7/20）のお知らせ

声「すみれが丘は変わる」

すみれ夏祭り実行委員会
今年もすみれ夏祭りを７月 20 日（日）にすみ
れが丘小学校で開催します。テーマは「５周年だ
よ！全員集 GO！」です。参加イベントも予定して
います。ダンス、盆踊り、ジャズ演奏などもあり
ます。また、初めての試みで花火も揚げる予定で
す。どうかお楽しみに。
今年は当日の午前に町内４か所での子供みこ
しを計画しています。奮ってご参加ください。

40 年近く住み続けたすみれが丘は、伝統を活か
しながら少しずつ変わり始めているようです。我々
は老いたが若い人たちが増え、役員会にも参加して
います。夏祭りも変わった。役員会議事録も公開さ
れ、身近になって来ました。
すみれが丘公園から欅通りを横切り商店街の前
を西へ延びる「中通り」は人通りの多いメンストリ
ートです。しかし、大きなゴミ集積場が目立つ通り
でした。住宅の増加でゴミの量が増えた。９年前、
市の分別収集と民間の資源回収が始まってから、間
違いゴミも増えた。未だに間違って出す。大きなゴ
ミ置き場は乱れやすいのです。
ところが最近、中通りが綺麗な通りに変わりつつ
あります。大きなゴミ集積場が消えて小さく分割さ
れ、小規模輪番制が増えています。住民の方達の話
し合いと、役員の方達の熱心な努力の結果だと聞き
ました。役所も実情に沿って柔軟に対応してくれて
いるようです。素晴しいと思います。
向う三軒両隣、お互いに近くなれば話合いが容易
です。間違いゴミも少なくなる。いざ非常時にも協
力関係が出来やすい。ゴミ集積場を「小規模輪番制」
に変えて、皆で少しずつ分担する。皆様は如何お考
えでしょうか。
11-11 松吉利記
＜編集後記＞
※今回町内会会員の方から初めて投稿をいただきまし
た。そこには知らなかったすみれの歴史の一端がつづら
れており、これまでの役員の方々の苦労もわかりました。
※郷土読本すみれが丘は貴重な資料です。例えば鳥の名
前が 26 種出てきますが、中には恐らくすみれが丘では
もう見ることがほとんどない種も。なぜ？を考えてみた
ら面白いのでは。
※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

すみれ夏祭りポスター

子供みこしにも参加しよう！

すみれが丘町内会のホームページはこちら → http://www.sumiregaoka.com

４

