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４．各部会から 

５．役員研修会報告 

６．2019 年度第１回組長会・臨時総会 

７．すみれが丘第一公園整備結果 

８．ハクビシン問題経過報告 

９．第 10 回すみれ夏祭りのお知らせ 

10．うれしいニュース！ 

11．おくやみ 
 

１．会長挨拶 
 

町内会長 島山博明 

すみれが丘地区が開発されてから 50 年近くになりま

す。現在の最も緊急の課題は、「けやき通りの将来の

姿をどう考えるか」であります。樹齢 50 年を超えるケヤ

キの並木は大きく成長し、根上り、下水道管の詰まりな

どの問題が顕在化しています。植栽間隔が狭いことによ

る見通しの悪さ、コケやキノコ類の着生による見た目の

悪さ、樹勢の衰えや腐朽等の問題も発生しています。

落葉等の処理は近くにお住いの方の負担となっています。

一方、下水道管の耐用年数が迫っており、その更新工

事の際にケヤキをどうするかも喫緊の課題です。 

このような中、昨年 12 月にすみれが丘会館において、

都筑区土木事務所主催で街路樹に関する意見交換

会（第１回）が開かれ、今年 3 月にも第 2 回が開催

されました。その結果、各戸配布済みの第 3 号「けやき

並木通信」にも記載の通り、ケヤキとは異なる樹木に植

え替える事になり、9 月 22 日開催予定の第 3 回意

見交換会で樹種を決める運びとなりました。会員の皆

様にはぜひともご出席をお願いいたします。 

ケヤキの樹たちとともに、すみれが丘地区も超高齢化

社会を迎えています。65 歳以上の高齢者比率は全国

とほぼ同じで、約 24%に達しています。都筑区の中で

は比較的高い数値となっています。高齢化はすみれが

丘の重要な問題です。特に問題になるのは高齢者が

影響を受けやすい災害時です。「首都直下地震」がい

つ発生してもおかしくない現状においては、防災・減災

は各自の日常的な心構えと準備が重要です。その上で、

どうすれば非常時にお互いが支え合うことができるか、町

内会としてもきめ細かい対策を練っていきたいと考えてい

ます。 

ぜひ、皆さまの知恵とご協力を得て、このような課題

に向き合い、住民がより心豊かに暮らせるすみれが丘の

実現を目指すため、町内会活動にご協力をお願いする

次第です。 

 

２．2019 年度総会報告 
 

すみれが丘町内会の 2019 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 21 日
(日)に開催されました。組長総数７４名のうち 71 名
（委任状３名）に出席いただきました。2018 年度の
決算、2019 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。 

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。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

総会での会長挨拶 
 

３．2019 年度主要行事予定 
 

2019 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、ご確認ください。多くの会員の皆様の
ご参加をお願いします。 
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2019年度主要行事予定 
月 行事等 

４月 2019 年度（第 44 回）町内会総会(4/21) 
春の全国交通安全運動（のぼり設置） 

５月 初期消火訓練(5/12) 
日赤募金 

６月 すみれ健康フェスタ(6/8) 
健康づくりウォーキング講習会(6/29） 
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 
2019 年度第 1 回組長会(6/30) 

７月 広報誌「すみれが丘」夏号発行 
夏休みラジオ体操の会(7/22～28) 

８月 すみれ夏祭り(8/3)後援 
９月 秋の全国交通安全運動（看板・のぼり設置） 

第 40 回すみれが丘敬老会(9/29) 

10 月 防災訓練(10/12) 
11 月 防災体験会(11/9) 

消火器詰替・新規購入あっせん(11/16) 
交通安全講習会(11/17) 
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(12/8) 
第 2 回ブロック組長会（随時実施） 

１月 第 35 回すみれが丘どんど焼き(1/12) 

２月 2019 年度第 2 回組長会(2/16) 
広報誌「すみれが丘」冬号発行 
更生保護バザーとりまとめ 

３月 第 25 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 12
日）でスタートしました。延べ 161 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、今年度は
10 月 12 日に、第 4 回防災体験会を 11 月 9 日に

予定しています。詳細はチラシにてご確認の上、奮って
お申し込みください。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

初期消火箱の中身をチェック！ 

（２）環境衛生部会    

（部会長 山本裕加、副部会長 苗村庸子） 

環境衛生部会の主要活動であるけやき通り清掃は、
今年度も 11 月に２回、12 月に１回(いずれも日曜
日)の計３回を予定していますので、ご協力のほどよろし
くお願いします。 
 

（３）体レク・子供部会      
（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

昨年度に引き続き、ラジオ体操の会（7/22～28）
と餅つき大会（12/8）、防災体験会（11/9 防災
部会と共催）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。 
 

（４）防犯・交通安全部会    

（部会長 宮内康一、副部会長 新井広幸） 

交通安全については、今春、懸念地点であったパン

ダ公園十字路に新たな改善工事が、全国道路標識・
標示業神奈川県協会の事業として実現しました。また
その一環として、パンダ公園十字路、すみれ小正門前

及び南門横断歩道前に、すみれ小児童作成の「横断
歩道前の止まれの注意喚起ステッカー」が貼りつけられ
ました。児童だけでなく、町内会みなさんの交通安全の

意識向上につながる事を願っています。 
さて今年もまた 11 月 17 日に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。皆さんと共にすみれ
が丘の防犯・交通安全に努めていきたいと思います。 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

子供たちが描いた道路ステッカー 
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（５）健康福祉部会    

（部会長 富岡洋子） 
6 月 8 日に保健活動推進員・すみれが丘そよかぜク

リニック（看護師長他）の皆さんにお手伝い頂いてす
みれ健康フェスタ(内容：健康ヘルスチェック、ロコモ予
防体験会、介護相談）を実施しました。42 名に参加
頂きました。また、6 月 29 日には例年実施している健
康づくりウォーキング講習会を実施しました。22名に参

加いただきました。 
9 月には第 40 回すみれが丘敬老会(9 月 29 日)

を実施します。多数のご参加をお願いします。 
 
 
 
 
 

 
 

 
すみれ健康フェスタで健康チェック！ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

健康づくりウォーキング講習会 

 

５．役員研修会報告 
 

すみれが丘町内会役員会では、防災やまちづくりな

どさまざまなことを学ぶために、積極的に各種講習会や

研修会（市や区が企画）等を実施・参加しています。

個人情報の取り扱いも会員名簿や要援護者名簿等

を扱う上で極めて重要なことから、田園調布学園人間

福祉部村井祐一学部長を講師にお迎えした研修会を

すみれが丘会館で 5/25 に実施しました。 

講演では、2017 年改正の個人情報保護法の内

容、信頼醸成及び情報の活用のポイント、民生委員

法との関係などが説明されました。 

 

６．2019 年度第１回組長会・臨時総会 
 

6 月 30 日（日）10:00～12:00 に臨時総会及

び 2019 年度第 1 回組長会が開催されました。総会

は会館の玄関周辺の改修のための予算措置や市への

補助申請に関するもので、工事内容等が説明され、原

案どおりに承認いただきました。組長会では、各部会か

らのお知らせ等のほか、区の担当者からけやき通りのケ

ヤキの木の現状や今後の再整備（下水道老朽化委

との関係、樹種を変えての植え替え等）に関する方針

案の説明が行われました。 

質疑応答では、植え替え後の維持管理方法、樹種

選定の考え方、長期的な方針等について質問がありま

した。今後の予定としては、第３回説明会が９月 22

日に予定されています。区としては、ここで樹種を出席

者の多数決で決めたいと考えており、重要な説明会と

なると思われます。会員の皆様にはぜひこの問題に関

心を持ち、説明会にご参加いただけるよう、お願いした

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．第一公園整備結果 
 

すでにご存知の方も多いと思いますが、すみれが丘

第一公園（貝がら公園）の３年に渡った再整備につ

いて、昨年 11 月から今年３月にかけて残った部分の

工事が行われ、無事終了しました。バックネット、斜面

部分、手洗い場などさまざまな設備が更新され、きれい

に使いやすくなりました。斜面上部にあった古い大きなサ

クラの木（子供たちがよく登っていました）は残念ながら

伐採されました。工事中はご不便をおかけしましたが、ど

うか新しくなった公園にご家族でお出かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルされた貝がら公園（貝がらがあちこちに！） 
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８．ハクビシン問題経過報告 
 

昨年秋ハクビシンによる被害が町内で発生したことか

ら、その後に町内での目撃等の情報収集を行い、また、

横浜市との協議等の対策を進めています。最近も少な

くはなりましたが、依然として目撃情報が寄せられていま

す。野生動物の動きは予測が難しいのですが、町内の

環境の状況（空き家の存在等）を考慮すると、今後

も町内において出現する可能性は十分あります。 

引き続き不用意に近づかないなど、十分ご注意いた

だくとともに、庭の果樹を食べられた等の被害発生の情

報がありましたら、info@sumiregaoka.com までお

寄せくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
●ハクビシンの特徴：尾が長い、全体に茶色～こげ茶色、顔の真

ん中に白い線、尾や足の先が黒い など 
 

９．第 10 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記念す

べき 10 回目を迎えます。今年は、『おかげ様で 10 周

年！日頃のお礼は（令和）会場で！！』をテーマに、

８月３日(土)すみれが丘小学校校庭で実施します。 

1４:00 からブラス

バンド演奏、ダンス、

ウルトラクイズ、スター

誕生など企画が盛り

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。そして、今回はな

んとくまモンの来場が

決定！しました。どう

かご期待ください！  第 10 回すみれ夏祭りポスター 

 

10．うれしいニュース！ 
 

タウンニュース等でご存知の方も多いと思いますが、ダ

ンスチーム「バイオレットジャム」に所属する小学生９人

組のグループ（V.J DanceTeam VIOLET LYNX 

RUSH／すみれ小児童も複数名所属）が、5 月にア

メリカ・フロリダ州で行われたダンスの世界大会「The 

SUMMIT」のヒップホップ部門で優勝しました！おめ

でとうございます！ 

バイオレットジャ

ムはすみれ小や北

山田小を拠点に

練習をしており、す

みれ夏祭りや区民

祭りなどにも毎回

出演しています。 

今後の 活躍も

大いに期待されま

す！  

 

 

11．おくやみ 
 

2019年 2月～2019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。 

2018 年 7 月 故 今淵 弘治 様 (17-37) 

2018 年 11 月 故 鈴木 明  様 (33-13) 

2018 年 12 月 故 高橋 七郎 様 (21-10) 

2019 年 2 月 故 古川 静枝 様 (18-24) 

2019 年 3 月 故 渡辺 次市 様 (18-41) 

2019 年 4 月 故 大嶋 珪治 様 (37-3) 

2019 年 4 月 故 下瀬 英樹 様 (20-22) 

2019 年 5 月 故 行本 徹  様 (2-4) 

 
 

●編集後記 
※2017 年度に公募・決定した町内会ロゴ
マークを入れたのぼり旗が今年完成しまし
た。その１枚が会館の入口に設置してあり
ます。今後、夏祭りなどいろいろなイベントの
際に活用したいと考えています。 
※2019 年度より、防犯・交通安全部会
副部会長に新井広幸さんが、環境衛生部
会副部会長に苗村庸子さんが就任されま
した。新しい仲間を得て、ますます町内会
活動が活発になると期待されます。 
※2 月に広報活動（掲示板、広報紙、ウ
ェブサイト、SNS）に関する組長アンケート
を行いました。ご協力ありがとうございまし
た。結果は近日整理してお知らせします。 
●広報紙、ホームページ等へのお問い合わせ先 

広報部会部会長 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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