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～冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 2014 年度の主要行事の報告 

３． どんど焼きの舞台裏のご紹介 

４． すみれが丘第一公園の整備について 

５． 地域懇談会の概要について 

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。 

昨年も防災対策に重点を置いて町内会活動を 

進めて来ました。災害時に

先ず守るべきは、自分と家

族の安全確保（自助）ですの

で、”減災”の準備などをお

願いして参りました。 

今年も減災の準備の徹底

と防災拠点の整備を継続し、

併せ”高齢化対応”を検討し

ていきたいと考えます。 

 

２．2014 年度の主要行事の報告 

 2014 年度の主要な行事についてまとめて概要

をご報告します。今年度も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。 

（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）→No.9 を参照 

② 消火器販売・詰め替えあっせん（11 月） 

③ 防災訓練（10 月） 

すみれが丘の防災訓練を 2014 年 10 月 18 日

（土）に開催しました。今回も 120 名を超える参

加者があり、災害時の簡易トイレの使い方、毛布

と物干し竿を使った即席担架、AED の使い方、油

圧ジャッキの使い方等を体験しました。 

炊き出し訓練で作っ

たおにぎりと非常食

（美味しい！）の配布

もあり、普段の減災の

意識と災害時の心構え

の大事さを学んだ半日

でした。 

 

物干し竿と毛布を使った即席の担架 

 

（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 

環境衛生部会の最大イベントである、けやき通

りの清掃を 2014 年 11 月 23 日、11 月 30 日、12

月 14 日の３回に亘りお願い致しましたところ、

天候に恵まれ参加総数６３１名の皆様がお忙し

い中、ご協力いただき、すみれが丘のシンボル並

木である「けやき通り」が綺麗になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

落ち葉の舗道もいいけれどね・・・ 
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？？の写真 

第 30 回どんど焼き

にて新年のご挨拶 

すみれ夏祭りの花火 

配布された非常食等 
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環境衛生部会は、このほか清潔で美しい、すみ

れが丘町内の住環境を推進し、守る為に会員の皆

様にご協力をお願いしています。おかげさまで、

ゴミ出しについては、改善されてまいりました。 

2014 年９月からは、新聞紙、牛乳パック、古布

の「月イチ自宅前回収」を、毎月第１金曜日に実

施しています。重い新聞紙等の収集場所までの持

ち運びを改善致しましたので、ご活用ください。 
これからも、すみれが丘町内の住環境保全の進展
に、皆様のご協力をお願い致します。 
 

（３）体レク・子供部会   

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

① ラジオ体操の会（7 月） 

すみれ小の校庭で、7 月 22 日～8 日に毎年恒例

のラジオ体操の会を開催しました。年々参加人数

が増えているようで、毎日子供約 200 名、大人約

80 名が参加しました。未就学の小さな子供たち

も朝早く起きて頑張っていました。期間中 4 日以

上参加した子供や皆勤賞の子供も多く、参加賞の

景品が足りなくなるほどでした。 

 

 

 

 

 

 

 

天気が良いと体操も気持ちいい！  

② 第４回餅つき大会（12 月） 

穏やかな初冬の 12 月 7 日（日）に、すみれ小

校庭で開催されました。今年で 4 回目。すっかり

初冬の行事として定着してきました。述べ 400 名

以上の参加をいただき、つきたての美味しいお餅

を味わいました。小さな子供は、杵と臼でお餅を

つくのに興味津々の様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）女性・福祉部会    

（部会長 富岡洋子） 

① ウォーキング講習会（6 月）→No.9 を参照 

② 敬老会（9 月） 

 毎年恒例の「第35回すみれが丘敬老会」を2014

年 9 月 28 日（日）にすみれが丘小学校体育館で

実施しました。 

 今回は都筑太鼓の演奏、今井修一郎氏の指導に

よるストレッチ体操、すみれが丘の小学生による

歌（合唱）が披露され、最高齢の方への記念品贈

呈などを実施しました。また、初の試みとして記

念撮影した写真を会場内でプリントし、参加者に

お持ち帰りいただきました。参加者は 124 名で、

楽しいひと時を過ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
すみれ小の子供たちによる大合唱！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都筑太鼓の演奏。迫力満点！ 

 

（５）交通安全部会    

（部会長 盛田博之、副部会長 宮内康一） 

●交通安全講習会開催 

2014 年 10 月 25 日（土）に、すみれが丘小学

校において、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を開催しました。今回

は、神奈川県警交通安全協力隊の全面協力を頂き、

①自転車の交通ルール・マナーのお話の後、②校

庭に信号機などを設置した模擬コースを設けて

の実技講習も行われました。40 名の子供たちが

楽しく交通ルールを学んだあと、受講済証や記念

品をもらいました。 

なお、開催にあたって、交通安全協会並びに交
黄な粉かあんこか、迷うなあ・・・ 
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通安全母の会の山田支部の皆さんのご協力を頂

きました。 

 

模擬コースを使っての走行指導の様子 

（６）その他の行事   

●第５回すみれ夏祭り（8 月、後援行事） 

 第５回のすみれ夏祭りが、2014 年 7 月 20 日

（日）にすみれが丘小学校で開催されました。テ

ーマは「５周年だよ、全員集 GO！」。あいにく最

後は雷雨に見舞われましたが、屋上から花火もあ

がって大いに盛り上がりました。ご協力いただい

た皆様、ありがとうございました。 

 

夏祭りの様子（花火で「すみれ」の文字が） 

 

 ３．どんど焼きの舞台裏のご紹介 

毎年恒例になっている「すみれが丘どんど焼

き」。晴天に恵まれた 2015 年 1 月 11 日（日）に

すみれが丘公園で行われました。今回でなんと

30 回目です。その舞台裏をご紹介します。 

① 準備その１（前日まで） 

どんど焼きの事前の準備は、福枝用の剪定枝の

確保、消防団との調整、町内へのポスター掲示・

チラシ回覧等の広報活動ほかさまざまです。これ

らを町内会役員が分担して実施しています。なか

でも年末の福枝用の枝切りは、組長さんも総出で

行う行事になっており、年の瀬を迎える気分が盛

り上がってきます。今年も約２時間で 600 本近い

福枝を用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員と組長さん総出で福枝用の枝切り 

② 準備その２（前日） 

前日には男性役員が竹を切り出します。牛久保

の竹林所有者のご理解を得て、できるだけまっす

ぐで先が枯れていない竹を選び、長さと根本の太

さを揃えてすみれが丘公園まで運びます。竹はや

ぐらに組む５本と垂れ幕用の１本が必要です。 

 

 

 

 

 

 

切り出した竹を運び、公園で保管します 

③ 当日の準備 

当日は朝７時から餅の準備、機材運搬、本部と

受付の設営、鳥居の組立、福枝への餅つけ、やぐ

ら組上げ、焚き付け用の枝の運搬等の作業が同時

並行で進みます。やぐらは約 20 人掛かりで一気

に立ち上げます。また、すみれ小おやじクラブの

ご協力のもと、お汁粉の振る舞いもありますので、

その準備も必要です。これらの準備が終わるころ、

正月飾りを持った方々が集まってきます。消防団

の方々もこのころには準備完了です。もうすぐ

10 時。いよいよ点火です。 

 
福枝へつける餅の準備 やぐらの組上げ 

 
福枝の準備      燃す正月飾り等の受付 



 

 

4 

④ 点火～片づけ 

 町内会長のご挨拶のあと点火です。持参された

正月飾り等は燃やせないものが混じっていない

か役員が確認したのち、火に投入されます。火は

あっという間に燃え上がり、消防団によって熾火

にされます。これで福枝に刺したお餅をあぶりま

す。灰を始末し、後片付けしたら終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点火前       燃えあがる炎 

 どんど焼き自体はあっという間に終わります

が、それまでに実にさまざまな準備が必要です。

これが過去 30 回ずっと受け継がれてきました。

今後も続けられるようにしたいものです。 

 

４．すみれが丘第一公園の整備について 

すみれが丘第１公園は 1974 年 6 月 5 日に公開

されてから 40 年が経ちました。その間南側広場

や遊具の更新などがされました。このたび 2015

～2016 年に公園の再整備の工事が行われます。 

 これに向けて再整備のアウトラインの発表、住

民の希望表明、質疑応答のための２回の意見交換

会が 2014 年 11 月 30 日、2015 年 1 月 12 日に行

われました。 

今回の再整備の重点項目は、公園内に遊歩道を

新たに設置して、公園入口からコーナン方面の道

路区間は公園内を通行可能とし、交通事故の防止

を図るというものです。また、南広場には新たに

健康遊具や休息場の設置が、グラウンドも水はけ

工事などが行われる予定です。今後も新しい情報

が確認され次第ご報告いたします。 

  

５．地域懇談会の概要について 

 2014 年 11 月 22 日（土）にすみれが丘会館に

て「すみれが丘地域懇談会」が開催されました。 

 

 

これは行政が調整役となり、高齢者や青少年の問

題など、地域全体で支えあうためにできること、

取組方法を話し合うというものです。 

 参加者はワークショップ形式で４つにグルー

プに分かれて議論し、出された意見やアイデアが

下記のようにまとめられました。実現に向けて動

き出すといいですね。 
 

・隣近所と付き合いを持つことで、変化を感じ取って

もらえる。そこからどう輪を広げていくかを検討し

ていく。 

・あいさつを続けて顔見知りになる。 

・ケアプラザの講座に参加して、様々な年代の人と交

流する。 

・町内会活動やサークル活動でつながりをつくって

いく。活動を PR する。 

・誰でも気軽に集える場があると良い。町内会でのコ

ミュニティカフェの立上げの検討。 

・今後につながる取組を進める。 

 

 

６．おくやみ 

 平成 26 年 8 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 26 年 1月 川野 俊彦 様 （19-15) 

平成 26 年 5月 中川 正男 様 （26-3) 

平成 26 年 6月 中野 定男 様 （42-11) 

平成 26 年 6月 小林 健一 様 （30-5) 

平成 26 年 7月 佐藤 醇  様 （7-1) 

平成 26 年 8月 大原 和男 様 （19-9) 

平成 26 年 11 月 高橋 恵美 様 （1-50) 

平成 26 年 11 月 加藤 忠雄 様 （21-21) 

 

＜編集後記＞ 

○どんど焼きの舞台裏を書いてみましたが、この行事

も今年で 30 回を数えています。時の流れとともに変

わらない伝統というものも感じられます。 

＊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 


