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～冬号の内容～ 

１． 会長挨拶 

２． 平成 29年度総会について 

３． 第 8回すみれ夏祭り（8/5）のお知らせ  

４． 平成 29年度の行事予定 

５． 町内会活動のご紹介－会計について－ 

６． おくやみ 

７． すみれが丘ロゴマーク大募集 
 

１．ご挨拶 
 

町内会長 荒牧國弘 

すみれが丘町内会も 42 年目に入り、会員の高

齢化が進んでいます。「健康寿命」を延ばし、自

立した生活が続けられるようにすることがとて

も重要です。例えば、意識して肉や魚を食べ、歩

いて足腰を鍛えることが健康につながります。福

祉部会を「健康福祉部会」と名称を変えましたが、

健康づくりのお手伝いを考えていきます。 

震度 7 を記録した熊本地震から 1 年が経ちま

した。直下型地震の怖さを実感しました。すみれ

が丘では、住宅が震度５強の地震に耐えられれば、

家族の命は守られ、震災後も自宅で住み続けられ

ます。耐震補強の補助金（最高 105万円出ます！

→横浜市建設局建築防災課(電話 045-671-2943)

まで）制度もあり、改修

を真剣にお考え下さい。

また、すみれが丘では震

災時には 95％の方が自

宅避難となります。食料

品・水の少なくとも 3 日

間分の備蓄などの減災対

策をお願いします。 

 

２．平成 29年度総会について 
 

 すみれが丘町内会の平成 29 年度総会は、4 月

23 日(日)に開催し、例年通りの事業に加え、会

館の耐震補強や防災体験バスツアー、ロゴマーク

募集等を含む、今年度の事業計画等が承認されま

した。出席の組長さん、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第 8回すみれ夏祭り（8/5）のお知らせ 
 

実行委委員長 清水 力 

すみれが丘の一大イベントとしてすっかり定

着したすみれ夏祭り。今年は８月５日（土）14:00

から『祭りがつなぐ地域の輪』をテーマに行いま

す。例年通り、すみれが丘町内会のサポートによ

り、祭りに先立って子ども神輿も行います。また、

祭りの終盤には花火も上がる予定です。 

第８回目を迎え、新しい企画も盛りだくさん。

どうかご期待ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のすみれ夏祭りのポスタ― 

 

４．平成 29年度の行事予定 
 

平成 29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 もありますので、ご確認の上、多くの

会員の皆様のご参加をお願いします。 
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カメとハスの花（区内の池） 

すみれが丘 
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平成 29年度主要行事予定 

月 行事等 

４月 平成 29 年度（第 42 回）町内会総会(4/23) 

春の全国交通安全運動（のぼり設置） 

５月 初期消火訓練(5/21) 

６月 健康づくりウォーキング講習会（6/17） 

第 1 回ブロック組長会（随時実施） 

平成 29 年度第 1 回組長会(6/25) 

社会福祉協議会賛助会員募集 

７月 広報誌「すみれが丘」夏号発行 

夏休みラジオ体操の会(7/24～30) 

８月 すみれ夏祭り(8/5)後援 

９月 防災体験バスツアー(9/9) 

秋の全国交通安全運動（看板・のぼり設置） 

第 38 回すみれが丘敬老会(9/24) 

10 月 防災訓練(10/15) 

健康づくりウォーキング講習会（第 2 回） 

交通安全講習会（日程調整中） 

11 月 消火器詰替・新規購入あっせん(11/11) 

赤い羽根共同募金・年末助け合い募金 

けやき通り清掃(11～12 月に 3 回) 

すみれ小ふれあいすみれクリーン活動参加 

12 月 餅つき大会(12/3) 

第 2 回ブロック組長会（随時実施） 

１月 第 33 回すみれが丘どんど焼き(1/14) 

２月 平成 29 年度第 2 回組長会(2/18) 

広報誌「すみれが丘」冬号発行 

３月 更生保護バザーとりまとめ 

第 23 回更生保護バザー 
  

これらの行事のうち、いくつかは役員会で主催

します。多くの行事は専門部会が企画・運営を担

当します。これらの主な狙い、各部会長の意気込

みをご紹介します。 
 

（１）防災部会      

（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治） 

今年度はまず 5 月 21 日に初期消火訓練を実施

しました（右上の写真）。多数のご参加ありがと

うございました。このほか、例年どおり消火器の

あっせん、すみれが丘小学校での防災訓練（地域

防災拠点訓練。10/15）を予定しています。 

昨年「親子で学ぼう！防災体験会」として横浜

市の防災センター見学会を実施したところ大変

好評でした。そこで９月９日に「そなエリア東京」

での「防災体験＆バーベキューバスツアー」を実

施します。詳細を 6/17 の各戸配付チラシにてご

確認の上、8 月 7 日までにお申し込みください。 

 
初期消火訓練／親子で放水訓練！ 

 

（２）環境衛生部会    

（部会長 山本裕加、副部会長 谷井栄美） 

環境衛生部会の主要活動の１つのけやき通り

清掃は、今年度は 11 月 12 日(日)、11 月 26 日

(日)、12月 10日(日)を予定しています。清掃で

皆さまが集めた落ち葉は、区内の畑の堆肥として

有効活用されています。このように、ゴミは分別・

回収することで貴重な資源となります。日々の暮

らしの中から出るゴミを、ぜひ資源として見直し

てみてはいかがでしょうか。 
 

（３）体レク・子供部会   

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

今年度はラジオ体操の会と餅つき大会を計画

しています。子ども達とのふれあいはもとより、

大人も楽しめる会になっておりますので、是非

お越しください。夏祭りの運営にも協力します。 

また、今年は上記の防災体験バスツアーを防

災部会との共催で行います。いざというときに

はご近所同士の顔の見えるおつき合いが大変重

要です。その一助となることを期待して企画致

しました。ふるってご参加ください。 
 

（４）健康福祉部会（改称しました!）  

（部会長 富岡洋子） 

今年度から福祉部会を「健康福祉部会」と名称

を変えました。町内の皆様の健康づくりに役立つ

行事の企画や情報提供を行ってまいります。 

その一環として、６月 17 日には第５回のウォ

ーキング講習会を開催し、26 名の参加がありま

した。歩く時の姿勢の重要性、膝や腰への負担軽

減、筋力回復の方法などを学びました。 

また、昨年度に引き続き「すみれが丘敬老会」、

出張相談会のお手伝い等も実施します。皆様のご

参加をお待ちしています。 
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第５回ウォーキング講習会 
 

（５）交通安全部会    

（部会長 宮内康一） 

皆さんと共にすみれが丘の交通

安全に努めていきたいと思います。 

今年は「交通安全のぼり旗」を新

しく町内９か所に設置しました。ま

た 11 月には自転車講習会を予定し

ていますので是非ご参加ください。 
 

（６）防犯部会    

（部会長 大谷孝文） 

 今年度より防犯部会長を拝命しました大谷（副

会長と兼務）です。よろしくお願いします。 

さて、すみれが丘では今年３件もの空き巣が発

生しています。防犯のための準備、ご近所への声

掛け等をできる限りお願いします。また、詐欺事

件（オレオレ、還付金、架空請求等）が区内でも

多く発生しています。特にキャッシュカードをだ

まし取る（暗証番号も聞き出す）手口が増えてい

るようです。「カードの偽造、悪用」、「個人情報

の漏洩」などの話などは詐欺と考えましょう。 

 

５．町内会活動のご紹介－会計について－ 
 

町内会活動において「会計」は、活動費の「収

入と支出」を管理するものであり、非常に重要な

部分です。すみれが丘町内会では、現在お一人の

会計担当役員が担っています。 

 まず収入では、町内会費の振込み状況の確認、

市からの補助金の請求などが主な作業です。一方、

支出では、活動に伴う経費をまかなうため、現金

の用意や請求に基づく振込みが主な作業です。こ

の際、使用目的、金額が明確になるように領収書

等を管理し、すべての出入金の記録（家計簿です

ね）を行います。各部会の活動費のほか、会館の

水道・光熱費、各種の修繕費、備品の購入、広報

物等の印刷費、お祝い・弔慰金など多様な支出が

あり、年間数百件に及ぶ膨大な作業です。収入・

支出を行うための銀行口座も複数あり、振込み手

数料等も考慮して使い分けています。 

また、毎年の総会資料に記載の決算書、予算書

の作成も会計の役目です。決算の際には、他の役

員も参加して出入金の記録と領収書との照合を

行い、最後に監査による確認を受けます。 

以上のように、会計は町内会活動を支える屋台

骨です。現在及び歴代の会計担当役員のご苦労に

深く感謝したいと思います。 

 

７．おくやみ 
 

平成 29 年 2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 29年 3月 故 池嶋 賢治 様 (38-10) 

平成 29年 3月 故 原口 雄安 様 (25-47) 

平成 29年 3月 故 尾崎 徳政 様 (18-26) 

平成 29年 3月 故 中川 夏樹 様 (19-14) 

平成 29年 4月 故 永易 アサノ 様 (41-3) 

平成 29年 6月 故 近藤 成大 様 (31-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜編集後記＞ 

※6/9 に北山田町内会館で地域懇談会が開催され、荒牧

会長ほか役員、関係者とともに参加してきました。「健康

づくり」をテーマにグループディスカッションを行い、

すみれにあったらよいと思うもののアイデア出しを行い

ました。18 のアイデアがでて、これからいくつ実現でき

るか、課題でもあり、楽しみでもあります。 
 

  
すみれが丘の課題について議論しました！ 

 
＊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：広報部会部長 西 浩司 

電話：594-1971、メール：info@sumiregaoka.com 

mailto:info@sumiregaoka.com
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★すみれが丘町内会では、ロゴマークの募集・選定を行います。多数のご応募をお待ちしています！★ 

●ロゴマーク応募要領 

１．目的 

町内会の運営や行事への参加を促すとともに、すみれが丘及び町内会活動に関心、親しみを持っていただくことを目指し、

イベントにおける掲示物（ポスター、のぼり、旗）や広報紙、他の配布物、ホームページ等において、町内会活動の「アイコン」

として活用するロゴマークを募集します。 
 

２．募集するロゴマーク 

すみれが丘及びすみれが丘町内会の特色や個性

を表わし、長くわが町のシンボルとして使えるものを募

集します。 
 

３．応募方法 

１）応募資格 ： すみれが丘在住の方及び勤務先・通学先がすみれが丘の方 

２）応募締切 ： ２０１７年９月３０日 

３）応募要件 ： 

（１）応募される作品は、本応募のために独自にデザインしたオリジナル作品としてください。 

（２）応募はお一人何点でも可能です。また、グループによる応募も可能です。ただし、A4 サイズ程度の応募用紙 1 

枚につき 1 作品としてください。 

（３）応募作品は手書きでも、デジタル作品でもかまいません。手書き作品が最優秀作品に選考された場合は、作者

と協議の上デジタル化を行います。 

（４）デジタル作品は、PDF等一般的なソフトで閲覧、編集可能な形式で作成してください。 

４）応募方法 ： 

印刷、手書きしたものをすみれが丘会館のポストに投函するか、デジタル作品をすみれが丘町内会ホームページ管理人

アドレス（下記応募先）にメール添付でお送りください。投函する場合は、応募者名、連絡先等を裏面や別紙に記載

して同封してください。メールの場合は、件名を【すみれが丘ロゴマーク応募】とし、事務局からの返信を必ずご確認くださ

い。 

５）選考方法 

町内会役員（会長・副会長、総務、会計）で構成する「ロゴマーク選考委員会」で表彰作品を選考します。 

６）表彰及び公表 

最優秀作品賞１点と優秀作品賞数点を選考し、賞状と副賞（商品券等。各賞の総額で５万円）を贈呈します。 

  ７）注意事項 

（１）応募作品は返却しません。 

（２）審査当日までの応募作品の管理はすみれが丘町内会役員会で行います。 

（３）応募に係る費用は全て応募者の負担とします。 

（４）選考作品を使用する権利及び著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定される権利を含む。）は全てすみ

れが丘町内会に帰属することとします。 

（５）選考作品は、デザインの一部を修正・改変する場合があります。 

（６）選考作品は、以後、すみれが丘町内会の広報活動等に自由に使用できるものとします。 

（７）応募者の個人情報は、作品の審査、結果通知及び作品の公表等以外の利用及び他者への提供はいたしません。 

（８）未成年者の方が受賞した場合は、親権者の同意書が必要になります。 

（９）応募された場合は、本項の注意事項に同意してものとみなします。 

（10）ロゴマークとして適当なものがない場合は、「最優秀作品賞該当なし」とする場合があります。 

（11）優秀作品は、適宜広報誌等でご紹介します。その際の応募者名等の記載は個別にお問い合わせします。 

（12）本応募要項に記載された事項以外については、必要に応じすみれが丘町内会役員会の判断で決定します。 
 

４．応募先（メール）・問い合わせ先 

すみれが丘町内会広報部会（西）  電話：045-594-1971   メール：info@sumiregaoka.com 

＜ ロゴマークの例 ＞ 
①シンボルマーク       ②ロゴタイプ        ③複合 

（図）          （文字）       （図と文字） 

tel:045-594-1971

