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～冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 2015年度の主要行事の報告 

３． どんど焼きの実施 

４． けやき通りの樹木の伐採について 

５． その他行事等について 

６． おくやみ 

７． フェイスブックページについて 

 

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。 

昨年は町内の施設や活動に関して、いくつか前

進がありましたので３点ほどご報告します。 

１．バス停について 

交通安全・高齢化対策として、ケヤキの一部伐

採ののち、ベンチ及び横断防止柵の設置が年度内

に実施されます。屋根の設置については、東急バ

スに要望書は提出しており、今年度中に１か所設

置されることになりました。 

２．第 1公園の緑道延長 

1月下旬より工事が行われ、年度内の完成が予

定されています。すみれが丘にとっては長年の悲

願であり、交通安全の確保への寄与が期待されま

す。 

３．挨拶運動始めました！ 

すれ違うときにはお互いに挨拶して、同じ町内

に住む者の連帯や絆を強くしましょう。 

 

 さて、すみれが丘は最近空き巣に狙われている

ようです。お気を付けください。窓に補助錠を追

加するだけで、空き巣は侵入を諦めます。また、

大災害（地震）は必ず来ると考え、普段の備え（家

具の転倒防止、２階での就寝、枕元への運動靴の

準備、非常用食糧と水及び簡易トイレの備蓄等）

に努めましょう。 

２．2015 年度の主要行事の報告 

 2015 年度もさまざまな行事を実施しました。

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。主な行事の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）→No.11を参照 

② 消火器販売・詰め替えあっせん（11月） 

③ 防災拠点訓練（10月）＠すみれ小体育館 

すみれが丘の防災拠点訓練を 2015 年 10 月 18

日（日）に開催しました。今回は約 180名の方に

参加いただき、都筑区区役所から地震対策の説明

を受け、移動式炊飯機、防災資機材、毛布と物干

し竿を使った即席担架、AEDなどの使い方を体験

しました。 

 

 

 

 

 

    AED使用訓練 

また、初めて試みとして、すみれが丘小学校の

児童に対して防災訓練のポスターを募集しまし

た。各ポスターは町内各

所に掲示されましたの

で、ご覧になった方も多

かったのではないでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

防災ポスター３点を表彰 
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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 

環境衛生部会の最大イベント、すみれが丘のシ

ンボル－けやき通りの清掃を、2015 年 11 月 22

日、29 日（第 3 回の 12 月 13 日は雨天中止）の

日程にて実施いたしました。501名と多数の参加

を頂き、通りは綺麗になりました。集められた落

ち葉は、農家の方が肥料として有効活用されます。

ゴミ出しについても、改善されてまいりました。

これからも、町内の住環境の維持にご協力をお願

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）＠すみれ小校庭 

7 月 20 日～26 日に開催しました。年々参加人

数が増え、今年も毎日子供約 200名以上が参加し

ました。小学校を卒業した子や未就学の小さな子

たちも朝早く起きて頑張っていました。皆勤賞の

景品が嬉しそうだったのが印象的でした。 

早起きしてラジオ体操の会に行こう 

② 第５回餅つき大会（12月）＠すみれ小校庭 

穏やかな初冬の 12 月 6 日（日）に延べ 400 名

以上の参加を得て開催しました。今年で 5 回目。

杵と臼を１セット増やし、待ち時間を減らしまし

た。おやじクラブ、おかんの会の協力で、つきた

ての美味しいお餅をふるまうことができました。

小さな子は、餅つき自体に興味津々の様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お餅をもらう子供たちの大行列 

 

女の子だってぺったん！ 

（４）福祉部会    

（部会長 富岡洋子） 

① 認知症勉強会（5 月）、ｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会（6～7

月）→No.11を参照 

② 敬老会（9月）＠すみれ小体育館 

 毎年恒例の「第 36回すみれが丘敬老会」を 2015

年 9月 27日（日）に実施しました。 

 参加者は 127名で、今回はブンネ演奏、ストレ

ッチ体操、すみれが丘小学校の音楽クラブ有志の

皆さんのハンドベル演奏と歌(合唱）が披露され、

楽しいひと時を過ごすことができました。ブンネ

演奏（指導は Bunne Japan（株）のカウト・ヨア

キムさん、藤林明子さんです。）は、聞くだけで

はなく、参加者全員が楽器を持ち、一緒に演奏し

ました。楽しいと大好評でした。また、昨年に続

き、記念写真を会場内でプリントし、お持ち帰り

いただきました。 

 

 

 

 

 

参加者全員でブンネ演奏 
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すみれ小の子供たちのハンドベル演奏復活！ 

 

都倉ブロック会長の体操指導（若い！） 
 

（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＠すみれ小体育館 

2015 年 10 月 11 日（日）に、主に自転車の安
全な運転を学ぶ場として実施しました。 
 あいにくの雨で校庭が使えないため、昨年のよ
うな自転車の安全な運転についての実地講習は
できませんでした。そこで、自転車の安全な運転
についての啓発ビデオを全員で視聴しました。ま

た自転車屋さんや警察官からの整備や交通安全
についての説明に耳を傾けました。子供たちは学
校に来たパトカーに群がっていました。 

 
学校にパトカーが来た！ 

（６）その他の行事   

●第６回すみれ夏祭り（8月、後援行事） 

 第６回のすみれ夏祭りが、2015年 8月 1日（土）

にすみれが丘小学校で開催されました。テーマは

『地域に支えられて６年生！～雨にも雷にも負

けないぞ～』。ダンス、ピアノ演奏、巨大壁画、

花火、出店で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。 

 
今年もやりました！子ども神輿 

 

ステージ前は大賑わい 

 

みんなで作った巨大壁画をバックにジャズ演奏 

 

 ３．どんど焼きの実施 

恒例「すみれが丘どんど焼き」は 2016年 1月

10日（日）にすみれが丘公園で行われました。皆

さんも１年の無病息災をお祈りされましたでし

ょうか。浄財もたくさん集まりました。ご協力あ

りがとうございました。 

 今年は準備に精通したベテラン役員不在のた

め、他の役員があれこれ迷いながらセッティング

を行いました。竹のサイズが例年よりやや長く、

炎もより高く上がった気がします。 
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第 31回どんど焼き 

 

４．けやき通りの樹木の伐採について 

  

荒牧会長からの報告のとおり、けやき通りの木

の一部がバス停整備のために伐採されました。切

り株が腰かけにちょうど良い高さになって残っ

ています。一度お試しください。枝の大部分はど

んど焼きで活用されました。 

成長した現在のけやきの木は、一部間引きが必

要な状況で、今後も適宜伐採が行われる見込みで

す。ケヤキ材は価値

があり、その有効活

用も必要です。会員

からご意見・アイデ

アも得て検討した

いと考えています。 

 

  

６．おくやみ 

  

平成 27 年 7 月にす

みれが丘町内会広報

部会長の古賀三男さ

んが、また平成 28年 1

月には前すみれ会会

長の尾田榮さん、役員

会の参加メンバーだ

った青沼勲さんが永

眠されました。長い間

のすみれが丘へのご

貢献に深く感謝の意

を表したいと思います。 

この方々も含め、平成 27 年 8 月以降に次の

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 27年 7 月 鈴木 亘  様 （17-24） 

平成 27年 7 月 古賀 三男 様 （14-30) 

平成 27年 8 月 山本 稔  様 （18-13) 

平成 27年 8 月 山口 勇雄 様 （8-29） 

平成 27年 10 月 二神 幸市 様 （21-7) 

平成 27年 10 月 高村 均  様 （19-13) 

平成 27年 10 月 三條西コト 様 （30-10) 

平成 27年 11 月 高橋 治之 様 （25-48) 

平成 27年 11 月 小川 光子 様 （18-19) 

平成 27年 11 月 千葉 宮子 様 （16-14) 

平成 28年 1 月 青沼 勲 様 （42-8) 

平成 28年 1 月 尾田 栄 様 （17-39) 

 

７．フェイスブックページのお知らせ 

 広報部会では、よりタイムリーな情報の伝達を

行えるように、フェイスブックページの活用を試
みています。まだ十分使いこなせていませんが、
一度ご覧いただければと思います。 

https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ホームページも引き続きご覧ください。 

http://www.sumiregaoka.com 

 

＜編集後記＞ 

○古賀さんの笑顔、穏やかな語り口が忘れられませ

ん。ご冥福をお祈りします。 

＊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 

いいね！を 

押してね！ 

ご健在の頃の古賀さん 

腰かけにちょうどいいかも 

https://www.facebook.com/sumiregaoka/
http://www.sumiregaoka.com/
mailto:info@sumiregaoka.com
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