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トピックス／すみれサッカークラブが快挙！ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 荒牧國弘 

本年も町内会活動へのご理解・ご支援のほどよ

ろしくお願いいたします。昨年は、町内の環境整

備、高齢化対策等について、都筑土木事務所等の

ご協力により以下のような進展がありました。 

① 第一公園の歩道の整備により、歩行者の安全

が向上しました。 

② バス停の屋根設置が１か所完了しました。残

る４か所のバス停についてもお願いを継続し

ます。 

③ 中通りの歩道の波うち改善が完了し、歩行困

難者や夜間の通行がスムーズになりました。 

④ ケヤキ通りの樹木の間伐が一部行われました。

巨木・古木化しつつあるケヤキを町の宝物と

して健全に維持するために、毎年 10本程度の

間引きが必要です。土木事務所と協議しなが

ら適切に進めていきます。 

⑤ 本年度中にすみれが丘会館の屋根と外壁の補

修工事が行われます。次年度には耐震補強工

事を行う予定です。 

本年も町内会では、挨拶運動を継続し、町内の

連帯を強化したいと考えています。また、昨年の

熊本地震も踏まえ、防災・減災に関する意識の向

上に努めます。会員の皆様には、ぜひ自宅の耐震

補強、家具の固定、３日以上の食糧・水及び簡易

トイレ等の備えをお願いします。 

＜町内会活動への参加のお願い＞ 

町内会運営への参加をお願いしたいと思います。 

役員はそれぞれの得意分野を生かし、地域貢献

のやり甲斐、生き甲斐を感じながら、楽しく活動して

います。地域をよくすることに関心をお持ちの方は、ぜ

ひ組長さん、ブロック会長さん、役員、荒牧までお声

掛けください。 

 

２．2016 年度の主要行事の報告 
 

（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 8日） 

今年度は９か所で延べ 173 名の参加がありま

した。糸魚川の大火の例をみるまでもなく、火災

は初期の対応が極めて重要です。恒例行事ですの

で、今後もぜひ多数のご参加をお願いします。 

 

② 消火器販売・詰め替えあっせん（11月） 

③ 地域防災拠点訓練（10月）＠すみれ小体育館 

10 月 16 日

に開催し、217

名の参加があ

りました。防

災ビデオの上

映、熊本地震

の報告（西広

報部会長）の 

あと、AED、簡 
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易担架・搬送、消火器の訓練、起震車での揺れ体

験、炊飯の訓練等を行いました。

また、すみれ小の児童が作成し

た防災ポスターの披露と表彰が

行われました。 

④ 親子で学ぼう！防災体験会 

 ８月６日（土）に「横浜市民防

災センター」での防災体験会を、

体レク・子供部会と合同で開催

しました。はしご車体験、起震装

置の体験などを通じで学ぶこと

ができました。次回開催の機会

にはぜひ多数ご参加ください。 

     はしご車体験 

（２）環境衛生部会    

（部会長 山本裕加、副部会長 谷井栄美） 

① けやき通り清掃（11～12月） 

すみれが丘のシンボル－

けやき通りの清掃を、2016 

年 11月 13日、 27日、12月

11 日に実施しました。合計

587 名と多数の参加を頂き、

通りは綺麗になりました。 

② 落ち葉ハウスの設置 

 公園愛護会上村さまのご

尽力で、土木事務所により第

一公園の砂場の奥に堆肥置

き場が 1月 17日に設置さ

れました。公園で拾った落

ち葉を入れて、堆肥にして

花壇などで利用できるよ

うになります。危ないので

上に乗ったり、落ち葉以外

のゴミを入れないようにしてください。 

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 

今年度は 7月 18日～24日に開催しました。 

前年度よりやや参加人数が減少しましたが、そ

れでも毎日約 150 名以上の子供や大人たちが参

加し、身体を動かしました。部会では毎年皆勤

賞選びに苦労しています。今回の景品の子供た

ちの評判はどうだったでしょうか。 

 

② 第６回餅つき大会（12月）＠すみれ小校庭 

天気にも恵まれ、12 月 4 日（日）に 400名

以上の参加を得て第６回餅つき大会を開催。つき

たての美味しいお餅を振る舞うことができまし

た。小さな子も、一生懸命に餅をついていました。

すみれ小おやじクラブ、おかんの会の皆様、ご協

力ありがとうございました。 

 
（４）福祉部会    

（部会長 富岡洋子） 

① 健康づくりｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会（5月） 

講師に NPO 法人ウォーキング研究所の           

駒崎優氏をお迎えして、5 月 30 日に実施しまし

た。今回で４回目になります。 

② 敬老会（9月）＠すみれ小体育館 

すみれが丘敬老会は、例年どおり敬老の日の後

の日曜日に開催されました。今回は 126名の方を

お迎えして、アロハウェーブ都筑の皆様によるハ

ワイアン演奏、今井修一朗によるストレッチ体操、

すみれ小の皆さんによ

る歌で楽しいひと時を

過ごしていただきまし

た。すみれ小マスコット

のビオラも登場して盛

り上げてくれました。 
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③ 出張相談会への協力（毎月） 

福祉部会は、東山田地域ケアプラザがすみれが

丘会館で毎月 15日に実施している「出張相談会」

に、お茶とお菓子の提供（無料です！）等で協力

しています。 

この相談会は、地域のことやご近所づきあい、

介護等について、社会福祉士や主任ケアマネージ

ャー等の専門職の方が相談に乗ってくださいま

す。なんでも気軽に相談できる機会となっており、

利用される方も徐々に多くなってきています。予

約も不要で、ふらっと立ち寄ることも歓迎とのこ

と。ぜひ今後もご利用ください。 

（５）交通安全部会    

（部会長 宮内康一） 

11月 20日（日）に自転車安全講習会をすみれ

小校庭で実施しました。今回は好天にも恵まれ、

小学生 50 名、幼稚園児 5 名及び父母 38 名のほ

か、交通安全部会の 8 名、役員 16 名、交通安全

指導員、すみれ小の藤城校長、五嶋先生の計 122

名（過去最多！）が参加しました。 

講習会開催にあたっては、都筑警察署の下山警

部補、神奈川県警安全教育隊の 2名のほか、ヤマ

ト運輸 4名、ＪＡＦ神奈川支部２名、自転車商協

同組合 3名の皆様に指導、サポートをいただきま 

  

 

 

 

 

 

 

 

した。ありがとうございました。内容が非常に豊

富で、子供たちも楽しく講習を受けていました。 

また、また、自動車の速度を 30km/h に制限

する「ゾーン 30」のエリアの設定について検討

し、都筑警察署に要請しました。現在設定地域

内に入る道路に「これより 30、ここまで 30」の

標識が立っています。今後については、改めて

お知らせします。 

（６）防犯部会    
（部会長 安藤輝久） 

 すみれ会の吉野民子さんが、都筑警察署が募集

した防犯標語に応募され、「安全・安心まちづく

り旬間」初日の 10月 20日に表彰されました。 

表彰作品のご紹介 
「あいさつで 心つながる 地域の輪」 

「防犯は 日ごろの声かけ 町ぐるみ」 

 都筑区では 2016 年総犯罪数は前年より減少し

ていますが（1～11 月の集計）、空き巣が２倍に

増加しています。被害に遭わないように、窓の補

助ロックの追加等で備えましょう。 

 防犯カメラの設置について、運用規程の検討、

市との助成の調整等を実施していましたが、今年

度は予算等の関係で見送りとなりました。引き続

き調整を進めて参ります。 

（７）その他の行事   

●第７回すみれ夏祭り（8月、後援行事） 

 夏祭り実行委員会 

第７回のすみれ夏祭りが、2016 年 7 月 30 日

（土）にすみれが丘小学校で開催されました。テ

ーマは「リオより熱く！すみれ７つ祭り！」で、

同時期に開催されたリオ・オリンピックに負けじ

と、舞台では熱いイベントが終日繰り広げられま

した。最後は恒例の花火大会で終わりました。多

くの方の歓声が場内に響き渡りました。 
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３．どんど焼きを実施！ 
 

恒例の第 32回「すみれが丘どんど焼き」は 穏

やかに晴れ渡った 2017年 1月 15日（日）に、す

みれが丘公園で行われました。皆さん、１年の無

病息災をお祈りされていました。浄財もたくさん

集まりました。今年も元民生委員の松尾三喜子さ

んに素晴らしい垂れ幕を書いていただきました。

ありがとうございました。 

 
 

４．民生委員さんの交替について 

 長年すみれが丘で民生委員を務められた、男全

弘子さんと稲葉英子さんが昨年退任されました。

大変お疲れ様でした。代わって、前田治子さん（1

～7,19～21番地を担当）、石井知子さん（8,16～

18,27,28,35番地を担当）が就任されました。ど

うかよろしくお願いします。 

 

５．おくやみ 

平成 28 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 28年 6月 故 君嶋 一郎 様 (17-33) 

平成 28年 8月 故 神吉 凉子 様 (41-5) 

平成 28年 8月 故 仁後 陽一 様 (21-24) 

平成 28年 9月 故 横田 之孝 様 (38-18) 

平成 28年 9月 故 大堂 ミヨ子 様 (18-8) 

平成 28年 10月 故 平田 房子 様 (5-21) 

平成 28年 10月 故 織茂 正雄 様 (16-3) 

平成 28年 10月 故 高野 修 様 (17-21) 

平成 29年 1月 故 北川 延夫 様 (25-30) 

 

※広報、ホームページについての問い合わせ 
広報部会部長 西 浩司 
メール：info@sumiregaoka.com 
http://www.sumiregaoka.com （ホームページ） 
https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 
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