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～夏号の内容～
会長挨拶
平成 27 年度の行事予定
平成 27 年度総会が開催されました
専門部会長から
防犯について
すみれ会の新会長より
おくやみ
すみれ夏祭り（8/1）のお知らせ
あいさつ運動について

最後に、10 年来の町の悲願であった第１公園
の緑道工事は、本年度内の完成がみえてきたこと
をご報告して、本稿を締めたいと思います。
２．平成 27 年度の行事予定
平成 27 年度の町内会の行事予定は次ページの
表のとおりです（4～6 月分は終了。日付決定済
みの行事もあります。）
。多くの会員の皆様のご参
加をお願いします。
主要行事予定

１．会長挨拶

月

会長 荒牧國弘
今後の町内会活動の重点ポイント等をお知ら
せします。
まず、すみれが丘町内会は今年度で設立４０周
年を迎えます。そこで記念誌を発行する予定です。
会員の生活の役に立つ情報誌となるよう検討を
進めています。
また、今後はあいさつ運動に力を入れて行きた
いと考えています。町を歩くと、多くの人が下を
向いて歩いていることが気になっていました。山
登りでは多くの人がすれ違う時にあいさつを交
わしています。すみれが丘でも同じ光景が見られ
るようになれば、きっと地域のきずなが深まるこ
とと思います。
さらに高齢化対策という観点から、先日土木事
務所の担当者と一緒に町歩きをし、障害物などの
課題を共有化しました。出来るものから対応した
いということで認識が一致しました。
一方、各家庭での災害への対応（減災）や非常
用備蓄については、認識・取組は停滞または後退
しているようです（社協アンケートによる）。防
災拠点（すみれ小）の倉庫には十分な備蓄はあり
ません。各家庭での備蓄など防災意識が高まるよ
うな働きかけを引き続き行います。
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２月
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行事等
春の全国交通安全運動、交通安全看板の設置
平成 27 年度（第 40 回）町内会総会（4/26）
初期消火訓練（5/10）
認知症勉強会（5/31）
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 27 年度第 1 回組長会（7/12）
ウォーキング講習会（6/9,23,30,7/7）
夏休みラジオ体操の会（7/20～7/26）
すみれ夏祭り後援（8/1）
第 36 回すみれが丘敬老会（9/27）
秋の交通安全講習会（自転車講習会）
（10/11）
防災訓練（10/18）
赤い羽根共同募金
消火器詰替・新規購入（11/14）
年末助け合い募金
すみれが丘町内会 40 周年記念誌発行
けやき通り清掃
第 2 回ﾌﾞﾛｯｸ組長会（各ﾌﾞﾛｯｸで適宜調整）
すみれ小・ふれあいすみれクリーン活動参加
餅つき大会（12/6）
年末パトロール
第 31 回すみれが丘どんど焼き（1/10）
平成 27 年度第 2 回組長会（2/14）
広報誌「すみれが丘」冬号発行
更生保護バザーとりまとめ（2/27）
第 21 回更生保護バザー

は本年度着工の見通しになりましたが、町内には、

３．平成 27 年度総会が開催されました

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。皆さんご注意ください。

平成 27 年度すみれが丘町内会の第 40 回総会
が 4 月 26 日（日）13～16 時にすみれが丘小学校
体育館で開催されました。
例年どおり出席された組長さんは、総会に先立
って、担当部会決定の話し合いのあと各部会に分
かれて今年度担当いただくお仕事の説明を受け
ました。
総会では、前年度の事業・決算報告、今年度の
事業計画・予算が賛成多数で承認されました。町
内会館の整備の計画についても、議論が行われた
あと、承認されました。
組長さんへのその他の説明や来賓挨拶を経て、
午後 4 時に無事閉会となりました。

3)体レク・子ども部会（三品部会長・林副部会長）
体レク・子ども部会では、今年も「夏休みラジ
オ体操の会（7 月 20 日～26 日）」、「餅つき大会」
（12 月 6 日）などの楽しい行事を企画しており
ます。これらを通じて、町内の親睦・交流、子ど
も達の健全な育成を目指します。
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「すみれが丘町
内」の住環境を守るため、ゴミ集積場の改善確認、
ゴミボックスの設置、公園やけやき通りの清掃な
どを町内会会員、組長さんのご協力を得て進めて
います。今後も環境事業推進委員、公園愛護会と
も協力連携し、町内の環境問題に取り組みます。
町内会員の皆様には、ゴミ収集のルールを守り、
特に資源ゴミの回収（新聞紙、段ボール、雑誌等
の古紙、古布、小さな金属、アルミ缶、スチール
缶など。必ず毎週月曜日にお出しください。）に
ご協力お願いします。毎月第１金曜日が「ツキイ
チ」自宅前回収日です。資源ゴミのうち重い新聞
紙等はこの日にお出しください。
なお、資源ゴミの対価として横浜市から奨励金
が町内会に支給されますが、昨年は合計９０万円
強の収入となりました。これは会館建て替え積立
金など、町内会の貴重な活動資金となっています。
今後も資源ゴミの回収にご協力をお願いします。

組長さんの担当部会を決めるための話し合い
４．専門部会長から

今年度の各行事のうち、多くは専門部会がそれ
ぞれ担当します。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。
5)福祉部会（富岡部会長）
1)広報部会（古賀部会長・西、池田副部会長）
前年度までは女性・福祉部会として活動してき
今年度は、会長のご挨拶にもあるように 40 周
ましたが、今年度からは「福祉部会」と名称を変
年記念誌の作成に力を注ぎたいと思います。また、 え、地域で支えあう活動に力をいれて参ります。
広報活動は現在月２回行っていますが、これを月
会員の皆様のご協力をお願いします。
１回にするなど、組長さん及び役員の負担を軽減
さて、今年度の活動第一弾として、すみれが丘
する方策を検討したいと思います。
会館で、平成 27 年 5 月 31 日（日）に「認知症勉
強会」を実施しました。講師には、元聖マリアン
2)交通安全部会（盛田部会長、宮内副部会長）
ナ医科大学病院・精神科病棟婦長の五島シズ先生
交通安全部会は、一昨年から始めた自転車講習
をお招きして、認知症のケア等について学びまし
会を継続的に開催するなど、今年度も子どもやお
た。当日は 69 名の参加者があり、この問題への
年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。 関心の大きさがわかりましたので、今後も同様な
勉強会の開催等を検討していきたいと思います。
懸案だったすみれが丘公園西側の歩行路設置
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防災は町内会活動の最重要課題の１つであり、
会員の皆様方の準備がきわめて重要です。秋の防
災訓練にはぜひ積極的に参加いただき、災害への
備えについて理解を深めていただきますようお
願いします。
・ 初期消火訓練
平成 27 年度の初期消火訓練は、5 月 10 日（日）
9 時から、町内９ヶ所でのべ 187 名（最近 3 年間
で最多）が参加して行われました。
この際の機材の点検により、一部の消火箱の老
朽化のほか、パッキンの不良等もみつかりました。
これらは順次改善を図る予定です。

講師の五島シズ先生と熱心に聞き入る参加者
また、NPO 法人ウォーキング研究所理事駒崎
優氏を講師にお迎えしたウォーキング講習会を、
今年は 4 回シリーズ（各回 17～21 名、延べ 77 名
が参加）で開催しました。各回のテーマ、その時
の様子は下記のとおりです。
第１回（6/9）歩き方 10 か条
第２回（6/23）寝ながららくらくストレッチ
第３回（6/30）日常生活の中でできる簡単エク
ササイズ
第４回（7/7）総集編
秋には例年通り敬老会も開催しますのでご参
加ください。

放水がんばって！
５．防犯について
戸市 紀 防犯部会長
トピック１.防犯灯が LED 化されました
平成 26 年度の横浜市の事業により、すみれが
丘の防犯灯（電柱共架タイプ）はすべて LED 灯に
なりました。これにより球切れの頻度が大きく低
下することが期待できます。一方、鋼管ポールに
取り付けてある 13 の防犯灯は、事業対象外のた
め蛍光灯のままです。防犯灯の不具合に気づいた
ときはお気軽に組長さんにご連絡ください。
トピック２.今年の刑法犯の発生はゼロ
今年 1～5 月のすみれが丘の刑法犯（空巣や自
転車盗など）の発生はゼロでした。過去 10 年来
なかった記録です。ただ、油断は禁物です。
トピック３.点検商法にご注意！
最近の報道によると、屋根や下水配管を無料だ
と言って点検し、その後修理が必要などと不安を
あおる「点検商法」が横行し、すみれが丘でも発
生事例があります。皆さん注意しましょう。

駒崎先生による指導の様子
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
案などに取り組んでいます。今年も春の初期消火
訓練（5 月 10 日終了）、秋の防災訓練（10 月 18
日午前）、防災備品の管理等を実施する予定です。
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賛をいただきました。大変感謝しています。
テーマを「地域に支えられて６年生！～雨に
も負けず雷にもまけないぞ～」とし、実行委員一
同、昨年荒天で中断を余儀なくされたことへのば
ん回に燃えています。例年通りダンス、盆踊り、
ジャズ演奏などがあり、子供みこし、浴衣に関係
した参加イベントも予定しています。サプライズ
企画も密かに準備中です。乞うご期待！

６．すみれ会より
すみれ会会長 永田麗子
すみれ会の４代目会長に就任した永田です。す
みれ会は昭和 51 年に設立され、今年で 40 年目を
迎えました。尾田前会長は、34 年の長きに渡り
市・地区老人会のトップとしてご活躍されてきま
したが、ご高齢（97 歳）もあり勇退されました。
残念ですが永年のご苦労に深く感謝しています。
さて、すみれ会は、下記のような活動を行って
います。どなたでも参加できます。どんな様子か、
お気軽にお越しください。
活動
定例会
サロン
弥生会
グラウンド
ゴルフ
ラジオ体操

曜日等
毎月第２日曜日
毎月第４日曜日

場所・時間
すみれが丘会館
（13 時から）

毎週金曜日

多目的広場
（13 時から）
第２公園
（朝 7 時半）

毎土・日曜日

９．あいさつ運動について
あいさつ運動推進員 間々田貴美子
すみれが丘町内会では誰とでも笑顔であいさ
つを交わせる町づくりを目指しています。
あいさつはさまざま
な効果を発揮します。
まず声を出すことによ
って自身が活性化され
ます。あいさつを心が
けると、相手の顔を見
るので必然的によい姿
勢になります。顔見知
りでない人にあいさつ
をするのは少々気後れ
するかもしれません
が、あいさつ一つから
ふれあいの輪は広がります。相手が町の外部の人
であっても、誰もがあいさつを交わすならば、町
のイメージアップになりますし、防犯の観点から
は抑止力にもなります。
すみれが丘小学校でもあいさつを重点目標の
1 つにしていますから、まずは子どもたちに大人
から積極的にあいさつをしませんか。異世代交流
のきっかけになります。玄関先の清掃や庭の手入
れを登下校時間帯に行ってみてはいかがでしょ
うか。
あいさつは個人でいつでも気軽に参加できる
町内活動なのです。

弥生会の様子（平成 27 年 3 月 22 日）
７．おくやみ
平成 27 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 26 年 8 月

故 鈴木

静江様

（27-18）

平成 26 年 12 月
平成 27 年 5 月
平成 27 年 5 月

故 森田
故 佐藤
故 樋口

孝吉様
泰通様
大奉様

（27-12）
（36-20）
（21-14）

＜編集後記＞
※今年は町内会ができて 40 周年です。記念誌の発行に
向けて準備を進めています。
※情報誌では、町内の各種の団体の活動についてご紹介
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

※おくやみ情報は組長を通じ随時お知らせください。

８．すみれ夏祭り（8/1）のお知らせ
すみれ夏祭り実行委員会
第６回目のすみれ夏祭りを 8 月 1 日（土）にす
みれが丘小学校で開催します。今年も町内会の協
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