
～冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 第 28 回どんど焼きが行われました！ 

３． 福祉講演会が開催されました 

４． 防災訓練報告 

５． 第２回餅つき大会を開催 

６． けやき通りの清掃を実施 

７． 秋から冬の行事結果報告＆お知らせ 

８． 防犯部会からのお知らせ 

９． おくやみ 

 

１．１．１．１．ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶    

町内会長 荒牧國弘 

 すみれが丘町内会の皆さま、本年もどうぞよろ

しくお願い致します。 

 昨年はすみれが丘の町内会には大きな変化が

あった年でした。まず、春には役員の大幅な入れ

替えがあり、１１名の新役員を迎えました。その

結果、５０歳代以下の役員が半数を占めるように

なりました。退任されたベテランの方々には、長

い間町内会をリードして戴き、誠に有難うござい

ました。 

 また、防災対策の種々の検討を行った年でもあ

りました。例えば、災害発生時には、町内会員の

安全確認を組毎に行い、名前の分かる要援護者の

安否確認も同時に行うことにしました。すみれが

丘防災拠点との連携も進めており、ボランティア

も合せて、すみれが丘在住の方々を総動員して対

応を行う体制の検討を進めています。 

 これらのことは時間はかかりますが、更に安

心・安全なまちを目指す上では必要であり、今年

も継続して新しいことに取組んで行きたいと思

います。これからも会員の皆様の絶大なご支援を

お願い致します。 

２２２２．．．．第第第第 28282828 回どんど焼きが行われました回どんど焼きが行われました回どんど焼きが行われました回どんど焼きが行われました！！！！    

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 2013 年 1 月 13 日（日）にす

みれが丘公園で行われました。すみれが丘小学校

おやじクラブのご協力でおしるこもふるまわれ、

福枝でお餅を焼いて、１年間の無病息災を祈願し

ました。 

 

大勢の方が集まった第 28 回どんど焼き 

 

福枝に刺したお餅をあぶりました 
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どんど焼きの炎 

すすみみれれがが丘丘  

横浜ウォーカー

2013No.2 で紹介

されました！ 



３３３３．．．．福祉講演会が開催されました福祉講演会が開催されました福祉講演会が開催されました福祉講演会が開催されました    

 女性・福祉部会長 富岡洋子 

女性・福祉部会では、福祉という分野で町内会

としてどのような活動をするのが望ましいか議

論を重ねてきました。 

その結果、まずは多くの方に福祉について知っ

ていただくために「第１回すみれが丘福祉講演会

－認知症予防と感染予防」を企画し、昨年の 10

月 30 日にすみれが丘会館で実施しました。講演

会の内容は以下のとおりです。 

１）感染症予防について（講師 東山田地域包

括支援センター 看護師 平田みか氏） 

２）認知症予防について（講師 同センター 

主任ケアマネジャー 関島康浩氏、社会福

祉士 西澤歩惟氏） 

感染症予防については、病原菌を知って寄せ付

けないこと、抵抗力を養うことなどの予防のポイ

ントのほか、特に高齢の方に注意していただきた

い冬の感染症についての説明がありました。 

認知症予防については、「予防なんてできる

の？」という疑問に対し、実は発症を遅らせるこ

とができるといった認知症に関する基礎知識の

お話や、予防体操など実践的な対策をご紹介いた

だきました。当日配布された「認知症を予防しま

しょう」というパンフレットには、以下の５つの

予防のヒントが紹介されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症予防のヒント 

その１：社会活動や趣味に積極的に取り組もう 

その２：有酸素運動をしよう 

その３：野菜を多く食べよう 

その４：魚をできるだけ食べよう 

その５：記憶力を積極的に使おう 

 

今回は 41 名の方の参加があり、みなさん熱心

に聞いておられました。講演会の終了後にアンケ

ートを行いましたが、参考になったとの声がほと

んどでした。 

なお、アンケートでは今後の女性・福祉部会の

活動についてもお聞きしました。介護の体験につ

いての講演会や体を動かせる集まり、食事など元

気に長生きする方法についての講習などを希望

する声が寄せられました。このようなご意見を参

考に今後の部会の活動を考えていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．防災訓練報告防災訓練報告防災訓練報告防災訓練報告    

防災部会長 高田一裕 

すみれが丘の防災訓練を2012年10月13日（日）

に開催しました。 

 今回は、以下のようなとても盛りだくさんのプ

ログラムでしたが、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。しかし、

災害はいつどんな形で襲ってくるかわかりませ

ん。繰り返し訓練を行い、万一に備えましょう。

町内会でも当日の反省を踏まえて、よりよい訓練

プログラムを考えて行きたいと思います。 

＜当日の訓練の内容＞＜当日の訓練の内容＞＜当日の訓練の内容＞＜当日の訓練の内容＞    

１．減災セルフチェック 

� 「減災行動のすすめ」（昨年各戸配布済

み）と「減災チェックシート」で「自助」

（家庭での備蓄等）の大切さを学ぶ 

２．震災体験談 

� 北山田在住の清水さんによる阪神淡路大

震災の際の体験談 

３．地域防災拠点に関する説明 

� 地域防災拠点に関する説明（ＤＶＤ上映） 

� すみれが丘の地域防災拠点の運営とボラ

こうなる前に・・・こうなる前に・・・こうなる前に・・・こうなる前に・・・    

予防！予防！予防！予防！    

２ 



ンティアに関する説明 

４．４班に分かれての訓練（参加者が体験） 

� 負傷者の搬送訓練 

① 毛布･物干竿による簡易担架作り 

② 簡易担架による搬送時の留意事項 

� 心肺蘇生法の目的と体験 

① 心肺蘇生法の目的と流れ 

② 心肺蘇生法の体験 

③ AED の紹介 

� 拠点備蓄庫・防災倉庫の見学 

① 移動式炊飯器の見学 

② 拠点備蓄庫の見学 

� 防災資機材の使用訓練 

① 油圧ジャッキの体験 

② その他機材（エンジンカッター等）の

紹介 

５．移動式炊飯器による調理訓練 

� 参加者に訓練で作ったおにぎりを配布 

※このほか、ボランティア登録の呼び掛けや、安

否確認に関する組長の協力依頼を実施しました。 

 

 
減災行動のすすめの説明（林副部会長） 

 

心肺蘇生法の体験 

５５５５．．．．第第第第２２２２回回回回餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会を開催を開催を開催を開催    

体レク・子ども部会長 木口真人 

 すみれが丘町内会で昨年から始めた餅つき大

会の第２回を、好天に恵まれた 2012 年 12 月 2

日（日）にすみれが丘小学校の校庭で開催しまし

た。今回も体レク・子ども部会の組長の皆様、す

みれが丘小学校おやじクラブとおかんの会の皆

様のご協力をいただきました。当日は、全部で約

400 名の参加があり、とても賑わいました。特に

餅をつく子どもたちの真剣な表情と、ふるまわれ

たお餅を食べるときの笑顔が印象的でした。 

 近年は一般の家庭で餅つきの風景を見ること

は少ないのですが、自治会や子ども会の行事とし

ては人気があり、歳末の風物詩となっているとこ

ろも多いそうです。すみれが丘でもぜひ続けてい

きたいと思います。 

 なお、本来お餅つきはお正月を迎えるために行

うのですが、日本鏡餅組合のホームページにより

ますと、『お正月に餅を食べるのは、平安時代に

宮中で健康と長寿を祈願して行われた正月行事

「歯固めの儀」に由来します。もともと餅は、ハ

レの日に神さまに捧げる神聖な食べ物でした。又、

餅は長く延びて切れないことから、長寿を願う意

味も含まれています。年神様に供えた餅を神棚か

ら下ろしお供え物をいただくことで、一年の無病

息災を祈る気持ちが込められています。』（以上引

用）ということだそうです。 

 今後の餅つき大会では、その機会にぜひこのよ

うな日本の伝統文化も子どもたちに伝えていけ

たらと思います。 

 

力を込めて餅つき！ 

３ 



６６６６．．．．けやき通りの清掃を実施けやき通りの清掃を実施けやき通りの清掃を実施けやき通りの清掃を実施    

環境衛生部会長 上村良雄 

毎年恒例のけやき通りの清掃は、2012 年 11 月

18 日、11 月 25 日、12 月 9 日に実施しました。 

多数会員の皆様のご協力で、３回で 572 名の参

加があり、すみれが丘のシンボルであるけやき通

りの並木道がすっかりきれいになりました。あり

がとうございました。 

環境衛生部会では、このような清掃活動のほか、

ゴミの問題等に取り組んでおり、会員の皆様のご

協力で徐々に解決に向かっております。しかし、

まだ十分でないところもあります。今後もゴミボ

ックスの設置等ご要望等がありましたら、環境衛

生部会上村（592－1846）までご連ください。 

    
けやき通りの清掃を行いました！ 

        

７７７７．．．．秋から冬の行事の結果報告＆お知らせ秋から冬の行事の結果報告＆お知らせ秋から冬の行事の結果報告＆お知らせ秋から冬の行事の結果報告＆お知らせ    

本号でご紹介したどんど焼き、餅つき大会等の

ほか、すみれが丘町内会では、赤い羽根共同募金、

消火器詰替、年末助け合い募金（以上 11 月）、年

末パトロール（12 月）、第 2 回組長会（２月）、

更生保護バザー（3月）などを秋から冬に実施ま

たは実施予定です。 

ご協力、ご参加ありがとうございました。募金

等の結果については今後とりまとめて、４月の総

会等でご報告する予定です。 

    

８８８８．．．．防犯部会から防犯部会から防犯部会から防犯部会からののののお知らせお知らせお知らせお知らせ    

防犯部会長 戸市紀 

都筑区の犯罪発生件数は平成 14 年をピークと

して年々減少してきました。しかし、平成 24 年

の発生総数は1,496件と前年比で34件増となり、

ついに増加に転じました。これは、自転車盗（33

件）、バイク盗（21 件）、車上ねらい（31 件）、万

引き（73 件）等が主な要因です。一方、空き巣

や車の盗難はほぼ半減しています。 

さて、すみれが丘の状況はどうでしょうか。 

平成 24 年のすみれが丘の被害状況下記のとお

りです。（ ）内は前年比の値です。また、2013

年1月にすみれが丘で1件空き巣が発生しました。 

� 空き巣 2件（－2） 

� バイク盗 1件（－2） 

� 自転車盗 5件（－2） 

� 車上狙い 1（0） 

� ひったくり 1（0） 

� その他 2（－2） 

� 暴行 1（＋1） 

� 器物損壊 1（＋1） 

� 振込詐欺 1（＋1） 

※空き巣は忘れた頃にその被害に遭います！ 

すみれが丘での手口のほとんどは「ガラス破

り」です。留守にする時は雨戸を閉めておく等の

対策をして、皆で気をつけましょう。 

 

９９９９．おくやみ．おくやみ．おくやみ．おくやみ    

 平成 24 年 10 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 23 年 10 月 故 金田 初男 （11-48） 

平成 24 年 7 月 故 玉木 純夫 （8-49） 

平成 24 年 9 月 故 蓜島 幸子 （28-8） 

平成 24 年 11 月 故 柏木 兼雄 （19-12） 

平成 24 年 11 月 故 曾木 光子 （33-17） 

平成 25 年 1 月 故 出浦 時子 （8-54） 

平成 25 年 1 月 故 宮園 隆 （19-24） 

 

＜編集後記＞ 

※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 

 

４ 


