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～冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 2017 年度の主要行事の報告 

３． どんど焼きを実施！ 

４． すみれが丘会館ビフォーアフター！ 

５． すみれが丘公園リニューアル 

６． ロゴマークが決定しました！ 

７． 地域づくり懇談会の成果報告 

８． おくやみ 

 

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・ご支援をよろしくお

願いいたします。さて、昨年の主な動きをお知らせします。 
① 町内会館の耐震化工事 

耐震化工事（費用 570 万円）について、半額補
助の審査が横浜市に受理され、昨年 12 月に着工し、
2 月に完成します。工事中はご不便をお掛けしました。
工事に際して、割安に行えることもあり、会館の利便性
を損ねていた、壊れたトイレやドアの補修・更新等を同

時に行いました。内装もきれいになります。新しくなった

会館をご利用ください。 
② 家屋の耐震化 

昨年は横浜市により家屋の耐震化の実態調査が行
われました。個々の家屋について持ち主には連絡があっ

たことと思います。ぜひ調査結果に基づき、対応を進め
てください。すみれが丘では、5%の方々しか防災拠点
に収容できず、震災後には多くは自宅で避難生活を送

る必要があります。家屋の耐震化に加え、家具の転倒
防止、2 階で寝ることなどもぜひ心がけてください。 
③ 会長の任期を 4 年にする

会則の改訂 
会長に就任し、7 年が経

過しました。今後はスムーズ
な会長職の交代が実現でき

るように、会則の改訂を検討

したいと思います。また会長
職の負荷軽減策を進めていく
必要があると考えています。 
 

２．2017年度の主要行事の報告 
 

（１）防犯部会    
（部会長 大谷孝文） 

 すみれが丘では昨年秋に放火事件が連続するなど、
防犯上の問題が発生しました。また、以前には空き巣
が頻発したこともあり、防犯、ご近所同士の声かけなど
をお願いします。また、住民同士が挨拶をよくする地域

では犯罪が少ないと言われています。すみれが丘では挨
拶運動を引き続き行っています。皆様のご理解・ご協
力で犯罪のない町にしましょう！ 
 

（２）防災部会      

（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治） 
防災部会では、下記の２行事のほか、初期消火訓

練（5 月）、消火器販売・詰め替えあっせん（11

月）、防災拠点運営委員会等の活動を行いました。 
① 防災ツアー（9 月） 
 昨年度の横浜市の施設見学に続き、東京の「そなエ
リア」への防災ツアー＆バーベキューを体レク・子ども部
会との共催で実施しました。 

 

映画シン・ゴジラのロケで使われました 

 
多数のご参加ありがとうございました！ 
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 大人 30 名、小学生 11 名、幼児 4 名の計 45 名

の参加があり、防災について学ぶとともに、町内会員の
親睦を深めることができました。このような交流が、災害
時の「互近助」を支えるものと思います。 
② 地域防災拠点訓練（10 月）＠すみれ小体育館 
 毎年実施している地域防災拠点訓練。2017 年は
10 月 15 日に開催しました。参加者は、町内会員、
役員、すみれ小の先生方、児童、消防団、行政の皆

様など、総勢147名でした。例年のAED訓練のほか、
東日本大震災の際の家具転倒や落下物の危険性が
わかるビデオをみて、普段の備えの重要性を学びました。 

（３）環境衛生部会    

（部会長 山本裕加、副部会長 谷井栄美） 

すみれが丘のシンボル-けやき通りの清掃を、2017
年 11 月 12 日・26 日、12 月 10 日に実施し、３日
間で合計 582 名と多数の参加を頂きました。ご協力あ

りがとうございました。回収された落ち葉は、畑の肥料と

して有効活用していただきました。 
これからも、町内の環境衛生の維持にご理解ご協力

をお願い申し上げます。 
 

 
けやき通りがすっかりきれいになりました！ 

 

（３）体レク・子供部会      
（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

 昨年は、防災部会との共催で防災ツアー＆バーベキ
ューを行ったほか、例年通りの行事として、ラジオ体操
の会を 7 月 24 日~29 日、第７回餅つき大会を 12
月 3 日に、いずれもすみれ小校庭で実施しました。餅

つき大会は、これまで大変お世話いただいていた近藤
さんがご逝去され、寂しさもありました。しかし、すみれ
小おやじの会、おかんの会の皆様のおかげで、準備から
運営まで、なんとかこなすことができました。ありがとうご
ざいました。 

各行事ともたくさんの子
どもたち、地域の皆様に参

加いただきました。これから

も子どもたちの活動の場、
会員の交流の場の企画、
運営に取り組みます。 

    恒例のラジオ体操 

 
すみれ小副校長も参加！ 

 

（５）交通安全部会    

（部会長 宮内康一） 

2017 年 11 月 26 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。好天のもと小学生

44 名、幼稚園児 5 名及び父母の参加のほか、すみれ

小の藤城校長、高畠副校長、町内会役員等、計 98
名が参加しました。 

講習会開催にあたっては、都筑警察署の下山警部

補をはじめ、ヤマト運輸、JAF 神奈川支部、日吉自動
車学校の皆様にご指導いただきました。ありがとうござい
ました。スラロームタイムレースなど内容が豊富で、子供

たちも楽しく講習を受けていました。 

 
多数の子どもたちが参加してくれました 

 

（６）健康福祉部会    
（部会長 富岡洋子） 

① 敬老会（9 月）＠すみれ小体育館 
恒例の敬老会（第 38 回）を 9 月 24 日(日)にす

みれ小体育館で開催しました。すみれが丘には 70 歳
以上の方が 268 名（名簿登録数）おられますが、約
半数の 135 名にご参加いただきました。西アフリカ起源
の打楽器ジャンベの演奏やすみれ小の子どもたちの唄で、
楽しいひとときを過ごしていただきました。 
 

② 健康づくりｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会（6 月、10 月） 
 健康福祉部会では、会員の健康づくりに積極的に取

り組んでおり、５年連続で「健康づくりウォーキング講習

会」を開催しました。6 月 17 日（土）には 25 名、10
月 21 日（土）には 12 名の参加があり、正しい姿勢
の重要性を学びました。 
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③ 出張相談会への協力（毎月） 

 東山田地域ケアプラザ・地域包括支援センターが行う
出張相談会に毎月協力しています。この相談会は、毎
月 15 日の AM10:00～16:00 にすみれが丘会館で
実施されており、高齢者に関する相談がある方はどなた
でも参加できます。個人情報の保護もきちんと守られて
いますし、身近で気軽に相談が出来る機会です。お茶
のみスペースもあり、菓子も用意しています(無料)ので、

おしゃべりしたい方、ちょっと休憩したい方など、どうかお
気軽にお立ち寄り下さい。 
 

 
敬老会ではジャンベ演奏や子どもたちの合唱で 

楽しい時間！ 
 

（７）その他の行事   

●第８回すみれ夏祭り（8 月、後援行事） 

 夏祭り実行委員会 

第８回のすみれ夏祭りは、「祭りがつなぐ、地域の輪
∞」をテーマに８月 5 日にすみれ小校庭で開催しまし
た。今年は舞台を校舎角に配置したほか、舞台背景に
ねぶた祭の絵を使う、すみれ大声コンテストなど新しい
試みをいろいろ行いました。これまでと少し違う雰囲気を
味わっていただいたのではないでしょうか。今後もさらにパ

ワーアップします。どうかご期待ください！ 
 

 
すみれ盆踊会の踊りに子どもたちも参加 

 

３．どんど焼きを実施！ 
 

恒例の第 33 回「すみれが丘どんど焼き」は、晴天の

1 月 14 日に開催されました。手配の行き違いで大量

のケヤキの剪定枝が余り、組長さん、役員の皆さんには

後始末に大変ご苦労をかけてしまいました。今後の教

訓としたいですね。 

 
鳥居は過去の役員による手作りです！ 

「寿美嶺（すみれ）」の使い方がいいですね！ 
 

 

４．すみれが丘会館ビフォーアフター 
 

すみれが丘会館の耐震化工事が、横浜市の助成も

あり、２月にようやく完了しました。これからは安心してご

利用いただけます。会長ご挨拶にもあるとおり、工事に

伴ってトイレ等の補修、壁紙や床材の更新なども実施

し、快適性・利便性も格段に向上しました。今後もその

適切な維持管理に努めます。どうかご利用ください。 

 

床材や壁紙等も一新！（２階洋室） 

 
壁紙が１面だけ色違い（1階洋室）おしゃれ！ 

 

５．すみれが丘公園リニューアル 
 

すみれが丘第一公園（貝がら公園）が生まれ変わ

りました。南東側はきれいな舗道が整備され、縁石で

仕切られた植え込み、ベンチ等の器具も設置されました。
道路と仕切る柵も塗装が一新されています。どうか散策
や運動にご利用ください。 
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舗道や植え込み等が一新されたすみれが丘第一公園 
 

６．町内会ロゴマーク決定！ 
 

① 募集・選考経緯 

 町内会ロゴマークは、7 月の本紙で募集を開始し、9
月末に締め切りました。ロゴマーク、ロゴタイプ、その組み

合わせも含め、合計 53 点の応募がありました。これらを
候補とし、まず町内会役員全員で投票を行い（10 月
7 日）、候補作の絞り込み（14 点）を行いました。こ

の中から、会長、副会長など 6 名で構成する選考委員
会での検討（11 月 1 日開催）を経て、最優秀作品
１点、優秀作品 3 点を選びました。 

② 最優秀作品の紹介 
 力強く、カラフルな作品として、ロゴと文字の組み合わ
せが最優秀作品に選ばれ
ました。なお、ロゴマークの
部分は、下記の優秀作品
にデザイン変更することで
作者に了解をいただきまし

た。 
③ 優秀作品の紹介 

広報紙の題字等になるおしゃれなロゴタイプ（A）
（本紙の題字に使用）、すみれの花をデザインしたロ
ゴマーク（B）及び花と文字を繊細なイメージで示した
作品（C）の３点が優秀作品に選ばれました。 

   

（A）                   （B） 

（C） 

④ 記念品贈呈式 
 どんど焼きの際に、表彰式を行い、表彰状と副賞をお
渡ししました。受賞者の皆様、おめでとうございます。 

 

受賞された山本邦明さんと中野茂子さん 
 

７．地域づくり懇談会の成果報告 
 

夏号でも少し書きましたが、都筑区主催の山田地

区地域づくり懇談会に、役員ほか地域の方 10 名で参
加しました。テーマは「誰もが健康的な生活を送ることが

できるような健康づくりの取組について」でした。ワークシ
ョップ形式で意見交換を行い、健康福祉部会を中心に
したこれまでの健康づくりに関する現状や課題を共有し、

「あるといいね！」（下記）というアイデアを挙げていきま
した。少しでも実現するとよいですね。 
・世代を超えたコミュニケーションの場 

・健康寿命を延ばすための血圧計などの健康グッズ 
・健康に関する知識の習得の場、機会 
・健康情報の発信の充実（ミニ FM 局、ウォーキングマ
ップ、情報誌など） 
・健康や安全に関する情報が必要な方に届く仕組み 
・安心・安全なまちづくり 
・既存の取組により多くの参加を促す活動 

 

８．おくやみ 
 

平成 29 年 8 月～平成 30 年 2 月の間に、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 2 月 故 中村 美佐江様 (17-19) 

平成 29年 5 月 故 錦織 康弘 様 (38-8) 

平成 29年 6 月 故 菊次 愛咲 様 (8-31) 

平成 29年 6 月 故 山口 みき 様 (8-29) 

平成 29年 7 月 故 中山 宏  様 (6-15) 

平成 29年 7 月 故 佐藤 正喜 様 (40-7) 

平成 29年 12 月 故 公門 粂夫 様 (25-34) 

平成 30年 2 月 故 宮田 勝  様 (41-7) 

 

※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 
ホームページ：http://www.sumiregaoka.com 
https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 

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

