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～2019年冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 2018年度の主要行事の報告 

３． どんど焼きを実施！ 

４． 第 10回すみれ夏祭りについて！ 

５． ケヤキ並木の整備について 

６． 地域サポーター活動に感謝状 

７． おくやみ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 島山博明 

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。 

すみれが丘地区が開発され、インフラが整備されてか

ら50年近くになります。最近、最も緊急の課題は「けや

き通りの将来をどう考えるか」であります。樹齢約 50 年

を迎えるケヤキ並木はかなり大きく成長し、根上りや腐

朽、下水管の詰まり、視認性への支障等の問題が顕

在化しています。また、下水管耐用年限等の問題もあ

り、2018年 12月 9日(日)にすみれが丘会館で都筑

区土木事務所主催の第一回意見交換会が開催され

ました。町内会からの出席者は 24名でした。 

席上主催者から樹木の不健全・過密・大径木化・

狭小な植栽桝等について説明があり、「被害が見られ

る・不健全樹木」は約 70%との見解が述べられました。

また、下水道管は更新時期が来ており、工事方法によ

ってはケヤキの根にかなりのダメージがある等の説明があ

りました。 

これに対し出席者からは、「以前のケヤキは美しく誇

りだったが、今は愛着が無い」、「ケヤキ以外でもう一度、

すみれが丘のシンボルを作り直してほしい」といった意見

があり、総じて現在のケヤキにはこだわらないという意見

が主でした。第二回意見交換会は 3月 3日(日)午後

開催予定で、このような意見交換を重ね、来年度末に

は、けやき通りの将来の方向が策定される予定です。

皆さまの関心を高めて戴きたいと思います。 

 

２．2018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） 

防災部会では、初期消火訓練（5月）、消火器
販売・詰替え（11月）、防災拠点運営委員会等の
活動の他、下記行事を実施しました。 
① 防災研修バスツアー（10月 7日） 

 今年で３回目となる防災研修ツアーが開催され、大
人４０名、子供９名、計４９名の参加がありました。
東京本所防災館では、洪水、暴風雨、消火器、火災
煙の体験を通じて防災について学ぶとともに、研修後は
東京慰霊堂見学、東京スカイツリー見学により、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
会員の「互近助」を支えるものと思います。 

 
 
 
 
 
 
 

暴風雨体験・消火器体験などを行いました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

震災遭難児童弔魂像 

② 地域防災拠点訓練（11月 4日） 
 毎年実施している地域防災拠点訓練を 11 月 4 日
にすみれが丘小学校で開催しました。参加者は、町内
会員、すみれ小の先生方、児童、消防署、消防団、
行政など、総勢 94 名でした。AED 訓練、緊急運搬、

けむり体験、防災時に使用する資機材・備蓄説明の
他、首都直下型地震のビデオ放映があり、普段の備え
の重要性を学びました。訓練の後は、移動式炊飯器で
炊いたごはんで防災カレーをおいしくいただきました 
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すみれ小にある防災備蓄庫の内部を見学 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災訓練の告知ポスター 会長賞受賞作品 
 

（２）環境衛生部会    

（部会長 山本裕加、副部会長 谷井栄美） 

環境衛生部会では、けやき通りの清掃を、2018 年
11 月 25 日、12 月 9 日に実施し、2 日間で合計
453 名と多数の参加を頂きました。今年度はすみれが

丘第一公園の工事のため、例年３回の清掃のうち、
初回は中止ということで対応しましたが、残り 2回につい
てはほぼ例年通りの内容にて実施することができました。
皆さまの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。 
なお、第一公園の清掃活動を工事のため中断して

おりますが、2019 年４月に再開を予定しております。

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。 
 

（３）体レク・子供部会      
（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

昨年は、例年通りにラジオ体操の会（７月 23～
29 日）、第８回餅つき大会（12 月 2 日）、すみ
れ夏祭りの協力（8 月４日）等の活動を行いました。

また、防災部会との共催で第２回の防災研修バスツ

アー（10月 7日）を実施しました。 
  多数の会員とすみれの子どもたちの参加があり、充
実した行事となりました。今後も会員の交流、子どもた
ちの健やかな成長に資する企画の実施に努めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

さわやかな朝のラジオ体操。気持ちいい！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

恒例の餅つき大会。今年もいいでき！ 
 

（４）防犯・交通安全部会    

（部会長 宮内康一） 

2018 年 11 月 18 日（日）に自転車安全講習
会をすみれ小で実施しました。好天のもと、小学生 55
名、幼稚園児 12名、保護者 55名の参加のほか、す
みれ小の吉田校長、高畠副校長、町内会役員等、
計 147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、NEXCO 東日本、アシストヨコハマ、リベールエ
ンターテイメントの皆様にご指導いただきました。また今
回ＰＴＡ校外委員の方にも大きな協力を頂きました。

お陰さまで過去最大の参加人数で楽しい講習会をす
ることが出来ました。ありがとうございました。 

今年も防犯・交通安全にご協力よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

クロネコとシロネコも来てくれた！ 
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自転車で事故に遭わないよう気をつけましょう！  
 

（５）健康福祉部会    
（部会長 富岡洋子） 

健康福祉部会では、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（毎月 15日、

すみれが丘会館）への協力のほか、以下の行事を開
催しました。 
① 第 39回敬老会（9月）＠すみれ小体育館 

9 月 30 日（日）に実施し、119 名の方が出席さ

れました。フルート演奏と横浜ビーコルセアーズのチアリー
ダーズ・パフォーマンス（B-ROSE）に続き、すみれが
丘小学校有志の皆さんによる歌（合唱)を楽しみまし

た。B－ROSE の皆さんには、華やかなダンスの他に椅
子に座ってのストレッチ指導もしていただき、例年にない
ひと時でした。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ビーコルのダンスチーム B-ROSEが来た！ 
 

② 健康づくりｳｫｰｷﾝｸﾞ講習会・秋の健康ヘルスチェック

（9月） 
第６回の「健康づくりウォーキング講習会」を、９月

８日(土）午前にすみれが丘会館で開催しました。講
師に駒崎 優氏をお迎えし、20 名の参加がありました。 
また、当日の午後には秋の健康ヘルスチェックを実

施し、握力・血管年齢・内臓脂肪などの測定を行いま
した。35 名の参加があり、簡単な計測でも続けること
が重要なことを学びました。 

このような普段の生活の中での運動や注意が認知
症予防、ひいては健康寿命を延ばすうえでも極めて重
要です。今後も部会活動の重点活動として、継続した
いと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ウォーキング講習会で   健康ヘルスチェックで 

姿勢チェック       血管年齢を知る 

 

３．どんど焼きを実施！ 
 

恒例の第 34回「すみれが丘どんど焼き」は、1月 13

日に開催されました。天候が心配されましたが、前日の

準備から灰の処理まで、なんとか無事に終えることがで

きました。ご協力いただいた組長さん、すみれ小おやじク

ラブの皆様、ご配慮いただいた田口園芸株式会社様、

ありがとうございました。 

 また、当日は初の試みとして、区職員による町内会加

入促進活動が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島山会長の挨拶    残り火でお餅をあぶる 
 

 

４．第 10回すみれ夏祭りについて 
 

すみれ夏祭り実行委員長 清水力 

すみれ夏祭りは今年記念すべき第 10回目を迎えま

す。今のところ、2019 年 8 月３日（土）の開催を予

定しています。 

実行委員会はすでに 1月に始動し、記念のお祭りを

どのように盛り上げるか検討を始めました。これまでもい

ろいろな企画で、地域の皆様によろこんでいただこうと頑

張ってきました。今年もどうかご理解、ご支援、ご協力の

ほど、よろしくお願いします。 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の第９回すみれ夏祭りも盛り上がりました！  

 

５．けやき並木の整備について 
 

 島山会長の挨拶にも記載のとおり、けやき通りのけや
き並木ついての意見交換会が 12月９日に実施されま
した。大きくなりすぎて、さまざまな問題を起こしているケ
ヤキを今後どうするか、いろいろな意見が交わされました。 

 前号でも少しご報告しましたが、問題のポイントについ
て再度掲載します。なお、詳細は今後各戸配付される
予定の「けやき並木通信（都筑区土木事務所作

成）」をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第１回けやき通り意見交換会の様子 
●主な問題点 

ケヤキ自体の
健全性 

不自然な樹形、空洞化、腐朽、
キノコ類の着生 

日常的な管理 落葉、落枝、アブラムシの落下 

施設への被害 根上がりによる舗道・縁石の破
損、下水管の破損・詰まり、街路
灯の被陰 

危険の発生 視認性の低下（交差点等）、電
線との接触、 

関連事項 下水管の老朽化・更新 

問題の原因としては、ケヤキの成長もありますが、植

栽間隔、地上・埋設施設との位置関係、住宅側の事
情に配慮した剪定（せんてい）等の植栽時点やその
後の管理方法にもあるようです。 
一方で、街路樹のもつメリットとしては、景観形成の

ほか、緑陰の形成、騒音の緩和などがあり、地域のシン

ボルとしてもとても重要です。樹種の選択など含め、今
後議論を深めていく必要があります。意見交換会には
ぜひご出席ください。 
 

６．地域サポーター活動に感謝状 
 

第６ブロック会長 間々田貴美子 
町内会の周辺活動の１つ、すみれが丘小学校の

「地域サポーター」活動に対して、横浜市教育委員会
より感謝状をいただきました。 
「地域サポーター」活動は、町内会の有志の方々の

ご協力を得て、授業のお手伝いや子どもたちの登下校
の見守りを行っているものです。平成２４年より毎年実
施しており、昔遊びの授業では、1 年生とコマ・けん玉・
あやとり・おはじきなどの

伝統的な遊びを行った
り、秋には「すみれふれあ
いクリーン」として、地域

の清掃をいっしょに行って
います。登下校の見守り
は、小学校の南門前と

第３公園(パンダ公園、
西通り)下の交差点の２

か所で行っています。今
後も活動を継続していき
たいと考えており、ぜひご
参加、ご協力ください。 
 

７．おくやみ 
 

平成 30 年 8 月～平成 31 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 30 年 2 月 故 土屋 呉啓 様 (18-35) 

平成 30 年 7 月 故 藤田 スエ 様 （15-65） 

平成 30 年 8 月 故 増田 安国 様 （33-4） 

平成 30 年 9 月 故 満尾 泰彦 様 （41-3） 

平成 30 年 10 月 故 宝来 晄一 様 （18-23） 

平成 30 年 12 月 故 高橋 七郎 様 （21-10） 

 

※昨年町内でハクビシンの問題が発生し、会員の皆様の
ご協力を得て情報収集しました。昨年中間報告をお届け
していますが、対策はまだ途中であり、今後適宜お知らせ
します。 
※ホームページとフェイスブックページを活用して、町内会
の各種行事等をお知らせしています。ご活用ください。 
※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/ 
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