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～2020 年冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 2019 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． 歩け歩け大会 2019 やってみました 

６． その他 

７． おくやみ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 島山博明 
  

令和時代の最初の新年をお迎えし、新春恒例の
「すみれが丘第 35 回どんど焼き」が 1 月 12 日(日)

好天に恵まれ、大変大勢の参加者のもと、第一公園
多目的広場で盛大に開催されました。 

どんど焼きとは「正月神を送り出し、全ての悪魔を追
い出す伝統の火祭り」で、すみれが丘町内会の新春に
おける最大行事です。今回も役員、組長、すみれが丘
小学校おやじクラブ等の関係者一同のご協力のもと成
功裏に開催できたことは、大きなよろこびであります。 

 さて、すみれが丘地区が開発され、様々なインフラが

整備されてから 50 年近くが経過しました。昨年までに、
第一公園・多目的広場の再整備がほぼ完了しました。
また、すでにご承知のように、現在「ケヤキ通り」の再整
備計画を都筑区土木事務所とともに進めているところ
です。1 月 19 日（日）に第 4 回意見交換会がすみ

れが丘会館で実施され、再整備の骨子が固まってきま

した。骨子は、主に下水道管の新設、ケヤキの伐採と
ヤマボウシ若木の植栽、連続桝への低木の植栽等で
あり、工事開始は 2021 年度からとなる予定です。「す
みれが丘の新しいシンボルロードとして誇れる通り」を
目指して協議を推進しております。皆様の絶大なご理
解、ご協力をお願いする次第です。 

 

２．2019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） 
 

① 防災研修バスツアー（10 月 7 日） 
今回は 33 名の会員の皆様にご参加いただきました。 

厚木市にある神奈川県防災研修センターでは、煙
の中での避難体験、阪神淡路や東日本大震災と同じ
揺れを体験する地震体験、また、生々しい災害映像の
視聴を通して、「自助」「共助」の大切さを学びました。 

その後、バスで伊勢原市のアグリパーク伊勢原に移
動。青空のもと農作物の収穫体験とバーベキュー、思
いっきりレクリエーションを楽しみながら、いざという時の助

けあい「共助」の大切さをしっかりと学んだ、とても有意
義な一日となりました。 

ご参加の皆様、ありがとうございました！😊 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

防災バスツアー参加者 
 
 

② 防災訓練の中止について 

2019 年 10 月 12 日に台風 19 号が日本に上陸
し、当日予定されていた防災訓練は中止となりました。
この台風は、関東、甲信、東北地方に大雨をもたらし、
各地で大きな被害が発生。すみれが丘でも、第一公

園の遊水地が近年では最大クラスの冠水となりました。
会員の皆様も、改めて災害への備えの重要性が認識
されたことと思います。 
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（２）環境衛生部会    
 

（部会長 山本裕加、副部会長 苗村庸子） 
 

環境衛生部会では、けやき通り清掃を 2019 年 11
月 10 日、12 月 15 日に実施し（雨天のため 2 回
目は中止）、合計 306 名の参加を頂きました。皆さま
のご協力ありがとうございました。 

清掃活動は、町がきれいになる上に、ご近所同士の
コミュニケーションの機会を提供し、心身の健康や防犯

に対する意識を高めることなどにもつながる大切な活動
です。回収された落ち葉は、畑の肥料として有効活用
されております。なお、けやき通りのケヤキは、今後、ヤマ
ボウシへの植え替えが決定しておりますが、清掃活動に
つきましては内容を検討の上、継続していく予定です。
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、ラジオ体操の会（７月２２日～28 日）、

第 9 回餅つき大会（12 月 8 日）、ならびに、すみれ
夏祭り（8 月 4 日）の協力を行いました。 

いずれも多くの子どもたちと会員の参加があり、とても

充実し、かつ楽しい行事となりました。今後も会員の健

康と交流、子どもたちの健やかな成長に資する、思い出
に残る企画の実施に努めてまいります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

力いっぱいついたよ！ 
 

（４）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 40 回敬老会（9 月）＠すみれ小体育館 
敬老会は、９月２９日(日)に実施し、参加者は

117 名でした。 
今年度は、「横浜 モダンジャズクラブ」の皆さんによる

ジャズ演奏、東山田地域ケアプラザ保健師さんによるス

トレッチ体操、すみれが丘小学校有志の皆さん(27 名)

による歌(合唱)があり、参加された皆様に楽しいひと時
を過ごしていただきました。 
 
 
 
 
 

 
 

 

ジャズ演奏で楽しみました！  

② 「認知症を予防する」講演会 
11 月 16 日(土)の午前に、すみれが丘会館で表記

の講演会を開催しました。講師には、医療法人社団フ
ォルクモアの高橋宏地域連携部長をお迎えしました。 

参加者 37 名は、認知症予防における基本的なこと
（発生の仕組みなど）、日中における予防法、夜間に
おける予防法（睡眠のとり方など）、医療機関による
支援の内容（外来診療、訪問診療、睡眠チェック）
について学びました。 
 参加者にアンケートを行ったところ、33 名から回答が

あり、31 名が大変参考になった、または参考になったと
のご意見でした。 
 今後もこのような企画を行い、会員の皆様の健康増
進に少しでも貢献できればと考えています。 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

参加者は熱心に聴講していました 
 

（５）防犯・交通安全部会    
 

（部会長 宮内康一 副部会長 新井広幸） 
 

11 月 17 日（日）に自転車安全講習会をすみれ
が丘小学校で実施しました。今回はすみれ小 PTA との
共同開催としたこともあって、小学生 53 名、幼稚園児

22 名、保護者 54 名と、過去最多の参加者がありまし

た（総参加者 158 名）。 
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、鴨井自動
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車学校、首都高速、アシストヨコハマ、エンターテイメン

トの皆様にご協力いただきました。体育館での腹話術
ショーや歌の交通安全はとても盛り上がりました。その後、
校庭での自転車の実技体験や白バイ・パトカーの乗車
体験、子供安全免許証の交付などがあり、楽しみなが
ら交通安全を学びました。地域みんなで交通安全への
意識を高めて行きたいと思います。 

今年も防犯・交通安全にご協力よろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

自転車講習会に白バイが来た！  

 

３．どんど焼きを実施！ 
 

会長の挨拶にもあるとおり、新春恒例「すみれが丘ど
んど焼き」は 1 月 12 日（日）に開催されました。今回
はその豆知識をいくつかご紹介しましょう。 
 

どんど焼き用の竹 
どんど焼き用の竹は、本番前日に牛久保の竹林から

７本を切り出し、トラックですみれが丘公園まで運びま
す。秋の台風で竹林にはかなりダメージがあったそうです
が、今年もよい竹をいただくことができました。 

切ったところの直径がおおよそ 8～8.5ｃｍとなるもの
を選び（1本は垂れ幕用なので、6ｃｍくらい）、現地

で約 12ｍに切りそろえます。当日このうち５本を１か
所でしばり、役員、組長さん、おやじクラブメンバー計20
名ほどで一気に立ち上げます。うまく燃えてくれると、準
備を行っている者としてもうれしい限りです。 

福枝 

 今年の福枝はすべてケヤキです。一部は町外から持
ち込みましたが、主にはけやき通りの伐採されたケヤキの
枝を使っています。 
 今回は 12 月の第 3、4 週に、組長、役員で運び込
まれた伐採枝を切りそろえ、約 600 本の福枝を作りま
した。これに当日朝に紅白の餅を刺して、町内会員の
皆様にお配りしました。今回も 9 時 30 分くらいにはお

汁粉とともになくなりましたので、欲しい方は早めのご来
場がよいでしょう。なお、福枝は１年間の魔除けを願っ
て、玄関に飾られるお宅が多いようです。 
 2021 年からケヤキの伐採、植え替え工事が始まるこ
とから、ケヤキの福枝は今年が最後となりそうです。今後、
このどんど焼きの福枝をどうするかは、役員会で検討して
いく予定です。 

  

どんど焼き 2019     トラックで竹を運ぶ 

 

４．第 10回すみれ夏祭りについて！ 
 

2019 年にすみれ夏祭りは記念すべき第 10 回目を

迎えました。過去最高の 7,000 人の来場があり、子ど

もたちのダンス披露、ウルトラクイズ、先生たちの演奏、

怪談、花火、多数の出店、「くまモン」も来るなど大変

盛り上がりました。今回、町内会も初めて出店を行い、

焼きおにぎりを提供しました。おかげさまで完売。暑い中

がんばった甲斐があったと役員も大変喜んでいました。 

さて、別途回覧にてご報告しておりますが、会員の皆

様から夏祭りについてご意見をいただくためにアンケート

を実施しました。事故等を心配するご意見もありました

が、祭りを続けて欲しい、花火を楽しみしている等のご

意見も多数よせられました。すみれが丘町内会としても、

十分に注意しながら、引き続き夏祭りの開催を支援し

ていきたいと思います。 

最後にご報告。なんと 2020 年は「すみれ秋祭り」と

して 10 月 31 日に開催が決定！しました。初の秋開

催です。どんな祭りになるか、乞うご期待！ 



 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 回目を迎えたすみれ夏祭り！ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

すみれが丘町内会も夏祭りに初出店！  

 

５．歩け歩け大会 2019やってみました 
 

運動不足解消や町内会員の懇親を目的に、「歩け
歩け大会」を 11 月 30 日（土）に行いました。約２
０名の参加者がありました。素晴らしい晴天の下、午
前 10 時にすみれが丘小学校をスタート。日頃見慣れ

ている風景の中に新しい発見をしながら、約７キロメー

トルを３時間かけてゆっくり歩きました。 
江戸時代から神事が行われていた山田富士、神社

なのに釣鐘がある山田神社、季節の鳥や草花を楽しめ
る徳生公園、牛久保の総鎮守様である牛久保天照
皇大神を経由し、牛久保あやめ公園でゴールし、とても

楽しい会員交流の機会となりました。皆様もいかがでし
ょうか。きっと新しい発見があります。 

なお。完歩賞と
して、おなじみ「す
みれ堂」の 300
円分利用券が配
られ、参加者、お
子様、お孫さんた
ちが、喜んで駄菓

子などを買い求め
ていました。 
 
 
 

美しい並木の紅葉がみられました！  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

「復活！歩け歩け大会」参加者で記念撮影 

 

６．その他 
 

すみれが丘町内会総務の中川由紀さんが、2020
年の都筑区消防出初式で優良消防団 6 名を代表し
て表彰されました。おめでとうございます！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
代表で表彰状を受け取る中川さん 

 

７．おくやみ 
 

令和元年 6月～令和 2年 1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。 

2019 年 5 月 故 古野 二三也様 (27-37) 

2019 年 7 月 故 後藤 みえ様 (-) 

2019 年 7 月 故 栗山 喜己子様 (1-51) 

2019 年 8 月 故 富山 四郎様 (19-18) 

2019 年 9 月 故 藤垣 孝典様 (1-2) 

2019 年 9 月 故 此村 友一様 (28-15) 

2019 年 11 月 故 三田 義夫様 (39-8) 

2019 年 12 月 故 甲野 幸子様 (17-13) 

2019 年 12 月 故 原 サチ子様 (28-4) 

2019 年 12 月 故 細井 康夫様 (26-11) 

2020 年 1 月 故 奥山 義成様 (21-26) 

 

※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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