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～冬号の内容～ 

１． 新会長挨拶 

２． 2018 年度総会報告 

３． 2018 年度の主要行事予定 

４． 各部会から 

５． 特集！今後のけやき通り 

６． すみれ夏祭りのお知らせ 

７． おくやみ 

 

１．新会長挨拶 
 

町内会長 島山博明 
すみれが丘町内会第 43 回総会において、荒牧前

会長を引き継ぎ、新たに会長に指名された島山です。
4年間の任期を全うし、「誰もが健康で安全に安心して
心豊かに暮らせるまち・すみれが丘」を更に活性化し、
発展させるべく全力で取り組む覚悟ですので、ご支援・
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。まちづくりには
多くの皆さんに町内のいろいろな活動の場に参加して頂
き、交流を深めることが非常に大切と思っています。 

さて、昭和49・50年に開発されたすみれが丘は、現
在約 1,800 世帯数のまちとなっており、横浜市の町内
会・自治会の平均431世帯に対し比較的大きな地域
となっています。町内会への加入は 1,223 世帯で、総
世帯数との比率は68％程度となっています。横浜市の
町内会・自治会の平均加入率は74.1％ですので、戸
建ての多い地域としては、すみれが丘はいささか課題が
ある状況と考えられます。 

すみれが丘の最大の課題は高齢化です。65 歳以
上の高齢者の比率は 23.3％（2017 年）で、都筑
区全体の 16.8％に対し非常に高い値となっています。
日本の平均寿命は益々延びており、「人生 100 年時
代」の活字をよく目にする今日この頃です。最近の国連
のレポートにおいて、「日本の 2007 年生まれ子供の平
均寿命は 107 歳」と公表されています。人生 100 歳

時代が着々と近づいており、これに対する「備え」が必須

となってきます。定年後の人生が非常に長くなることを考
えると、地域社会との交流が極めて重要になってきます。
また、何時発生してもおかしくない首都直下地震を考え
ると、高齢化を考慮した防災・減災対策を早期に纏め

る必要があります。 
皆さんの知恵と協力を得て、より心豊かに暮らせるす

みれが丘の更なる活性化を図るため、町内会活動にご
協力をお願いする次第です。 
 

２．2018 年度総会報告 
 

●総会の結果 
すみれが丘町内会の平成 30 年度総会は、すみれ

が丘小学校長などを来賓としてお迎えして 4 月 22 日

(日)に開催しました。平成 29 年度の決算、平成 30
年度の事業計画及び予算案（概ね例年通り）等が
承認されました。また、今年は役員改選年にあたり、下

記の役員の交替があったほか、その他の役員の留任が

承認されました。さらに会長の交替を円滑にするために、
会長任期を原則２期までとする会則の改訂が実施さ
れました。 
総会の前後には新組長の担当部会の調整、組長

のお仕事の説明等が行われました。ご出席の組長さん
の皆さま大変お疲れ様でした。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

荒牧前会長と島山新会長の２ショット！ 

●役員の交替 
島山新会長が選出されたほか、役員として副会長 5

名、総務・会計・監事が総会で選出されました。また、
役員会で選出されたブロック会長、専門部会長・副部

会長も承認されました。 

これにより、新たに第３ブロック会長の丸山正美氏、
第７ブロック会長の川野潤子氏、広報副部会長の堀
田一牛氏の３名が役員に加わりました。３方にはいろ
いろご苦労をお掛けしますが、よろしくお願いします。これ 
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に伴い、前第２ブロック会長の坊直樹氏、前第７ブロッ

ク会長の大原信子氏が退任されました。長い間町内
会に大変ご尽力いただき、ありがとうございました。 
なお、荒牧前会長は、引き続き顧問として町内会及

び役員会にお力をいただけることとなりました。どうかいろ
いろご指導のほど、よろしくお願いします。 

 

３．2018 年度主要行事予定 
 

2018 年度の町内会の行事予定は下表のとおりで
す（4～6 月分は終了）。日付決定済みの行事もあ
りますので、ご確認ください。多くの会員の皆様のご参加
をお願いします。 

平成 30年度主要行事予定 
月 行事等 

４月 平成 30 年度（第 43 回）町内会総会(4/22) 
春の全国交通安全運動（のぼり設置） 

５月 初期消火訓練(5/13) 
健康ヘルスチェック(5/15） 
「臨床美術を楽しもう」講習会(5/29) 
日赤募金 

６月 第 1 回ブロック組長会（随時実施） 
社会福祉協議会賛助会員募集 

７月 平成 30 年度第 1 回組長会(7/1) 
広報誌「すみれが丘」夏号発行 
夏休みラジオ体操の会(7/23～29) 

８月 すみれ夏祭り(8/4)後援 

９月 健康づくりウォーキング講習会と健康ヘルス
チェック(9/8) 
秋の全国交通安全運動（看板・のぼり設置） 
第 39 回すみれが丘敬老会(9/30) 

10 月 防災体験会(10/7) 

11 月 防災訓練(11/4) 
交通安全講習会(11/18) 
消火器詰替・新規購入あっせん(11/10) 
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(12/2) 
第 2 回ブロック組長会（随時実施） 

１月 第 34 回すみれが丘どんど焼き(1/13) 
２月 平成 30 年度第 2 回組長会(2/17) 

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 24 回更生保護バザー 

  
 

４．各部会から 
 

（１）防災部会      
（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治） 

今年度の活動は恒例の初期消火訓練（5 月 13

日）でスタートしました。昨年度より多く、延べ 167 名
が参加しました。多数のご参加ありがとうございました。 
防災訓練（地域防災拠点訓練）は、例年 10 月

開催でしたが、今年度は11月4日に予定しています。 

また、第３回の「防災体験会」を 10 月 7 日に予定

しています。昨年は「そなエリア」でのバーベキューバスツ
アーも兼ねての実施でしたが、今年も親子で楽しんで
学べる企画を検討中です。詳細をチラシにてご確認の
上、奮ってお申し込みください。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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であるけやき通り清掃は、
今年度は11月 11日と 25日、12月 9日(いずれも
日曜日)を予定していますので、よろしくお願いします。 
 

～ご存知ですか？マイクロプラスチック～ 
プラスチックのゴミは、様々な経路で海に流出し、「マ

イクロプラスチック」と呼ばれる小さな粒になって海を漂い
ます。近年その害がクローズアップされ、使い捨てのプラ
スチック製品を減らそうという動きが活発になっています。 
すみれが丘では、けやき通り清掃で出た落ち葉をたい

肥として有効活用しています。同じように、会員の皆さま

一人一人が、普段の生活の中で大量に出てしまいがち
なプラスチックごみをなるべく減らし、またできるかぎり分
別して資源として
再利用する こ と
で、すみれが丘の
景観や未来の子ど

も達が住む地球
環境を守ることに

つながります。 
 

      魚が飲み込んでいたマイクロプラスチック 
 

 

（３）体レク・子供部会      
（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

昨年度に引き続き、ラジオ体操の会（7/23～29）

と餅つき大会（12/2）、防災体験会（防災部会と
の共催）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。 
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ラジオ体操で１日をさわやかにスタートしよう！ 
 

（４）防犯・交通安全部会    

（部会長 宮内康一） 

今年度も会員の皆さまとともにすみれが丘の防犯・

交通安全に努めていきたいと思います。その一環として、
交通安全ののぼり旗を 14 か所に設置しています（下
図の旗マークの位置）。また、11月 18日には自転車
安全講習会を予定していますので是非ご参加ください。 
下の図は、すみれが丘のゾーン30（時速30km以

下に制限されている区域）を示しています。車の運転
の際にはどうかご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

すみれが丘のゾーン 30 とのぼり旗設置場所 
 

（５）健康福祉部会    
（部会長 富岡洋子） 

５月 15 日に保健活動推進員にお手伝いいただい
て、握力と血管年齢の測定（健康ヘルスチェック）を
実施しました。45名に参加いただきました。 
5 月 29 日には初の企画「臨床美術を楽しもう！」

を開催しました。臨床美術とは、五感を刺激し、リラック
スして、臨床美術士とともに、楽しみながら作品を制作
することで、ストレス発散、認知症の予防・改善につな

がるというもので、すでに 22 年の歴史があります。今回
は 11名が「りんごの量感図」の作成に取り組みました。 
９月には健康づくりウォーキング講習会と第２回の

健康ヘルスチェック(9/8)と第 39 回すみれが丘敬老会
(9/30)を実施します。多数のご参加をお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

参加者の作品と講師の北原ふみ子先生 

 

５．特集！今後のけやき通り 
 

広報部会長 西 浩司 

7 月 1 日の 2018 年度第１回組長会において、す

みれが丘のシンボルである、けやき通りのケヤキの木につ

いて、その現状と今後の管理の予定についての説明が

ありました。ケヤキの健康状態はかなり危機的な状況で

あり、町内でよく議論して今後の方向性を考える必要

があることから、下記にご報告します。 

現在のケヤキたちは樹齢 50 年ほどの成熟した木に

なっています。これについて都筑土木事務所では、

2015～2018年にかけて街路樹診断を行いました。そ

の結果に基づき、倒木等の危険ある木や交通安全上

問題（見通しの悪化）のある木などが伐採されていま

すが、それでもなお、多くの問題点が残されています。 
 

① 健全度判定結果 

 当初 200 本植えられた若木ですが、現在では生きた

立木数は 122 本であり、下表のとおり、そのうちの健全

と判定される木の割合は非常に小さくなっています。 
 

健全度 
年＼ 

A B1 B2 C 合計 過去 
伐採 

1972 200 － － － 200 － 

2015 53 80 17 3 153 47 

2016 49 77 18 2 146 54 

2017 36 78 16 2 132 68 

2018 32 75 13 2 122 78 

※A：健全か健全に近い、B1：注意すべき被害あり、B2：著し
い被害あり、C：不健全 
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② 健全ではないとされるケヤキの主な症状 

 ケヤキの大多数が健全ではないとされる理由には以

下のようなものが挙げられます。素人でもわかるものや、

専門家による検査でわかるものがあります。これらは枯

死や倒木の危険にもつながる可能性があります。原因

はさまざまですが、木の成長と植栽間隔の狭さ注 1)、過

去の剪定の影響などが挙げられます。 

a)材を腐らせるキノコの着生（数本） 

b)樹皮へのコケの着生（多数） 

c)空洞のありそうな木（打音で異常判定）（数十本） 

d)樹皮の欠損（多数） 

e)植枡いっぱいに成長（多数） 

f)根上がりによる舗装や縁石の破壊（多数） 

g)樹形が本来のケヤキの形でない（すべて） 

  

  

  
※すみれが丘公園の正常なケヤキの樹形 

注1)15ｍ間隔での植栽という横浜市の街路樹基準に対し、すみ

れが丘では 6ｍ間隔 
 

③ 今後の方向性 

 以上のように、ケヤキたちの抱える深刻な問題があき

らかになりました。町内会では土木事務所との意見交

換、情報共有を進めています。土木事務所では今後

２～３年かけて町民の意見を聞きながら、街路樹とし

てどうするか等の方向性を定め、伐採や植栽等の方策

を決定していく予定としています。落ち葉等の問題もあ

り、町民みんなで検討すべき課題であると考えられます。 
 

６．第９回すみれ夏祭りのお知らせ 
 

 実行委委員長 清水 力 

すみれが丘の夏の風物詩のすみれ夏祭りが９回目

を迎えます。今年は平成最後の年ということもあり、『平

成の夏、みんなの夏』をテーマに、８月 4 日（土）す

みれが丘小学校校庭で実施します。 

13:00 からの子ども

みこしを皮切りに、ブラ

スバンド演奏、ダンス、

かっぽれ、なんでもコンテ

スト、ウルトラクイズなど

さまざまな企画が盛りだ

くさんです。祭りの終盤

には怪談、みんなで盆

踊り、ジャズ演奏、そし

て今年も花火で締めくく

る予定です。どうかご期

待ください！ 

 
 

８．おくやみ 
 

平成 30 年 2 月～平成 30 年 6 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 30年 3 月 故 竹村 ゆき子 様 (5-26) 

平成 30年 3 月 故 安原 キン 様 (42-19) 

平成 30年 5 月 故 戸市 勝子 様 (42-22) 

 
 

●編集後記 
※町内会役員の親睦ゴルフに参加しました。好天にも恵ま
れ、とても楽しいひとときでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※広報、ホームページについての問い合わせ先 
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/ 

 

b) d) 

e) f) 

g) ※ 
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