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～夏号の内容～ 

１．会長挨拶 

２．2020年度総会報告 

３．役員の改選報告／新副会長に聞く！ 

４．2020年度主要行事予定 

５．各部会より 

６．ハマロードサポーターについて 

７．すみれ祭りについて 

８．山本部会長が功労者賞を受賞されました！ 

９．おくやみ 

10．ホームページを全面リニューアル！ 
 

１．会長挨拶 
 

町内会長 島山博明 

皆様いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感

染症に対する緊急事態宣言が 5 月 25 日に解除とな

りましたが、まだ収束とはなっておらず、予断を許さない

状況にあるかと思います。 

これまでの町内会活動における対応としましては、ま

ず３月から７月までの行事はすべて中止としました。す

みれが丘は高齢者の比率が高いこともあり、役員の危

機感も高く、やむを得ない判断だったと思います。４月

の年次総会についても、新組長さんに集まっていただくこ

とを避け、書面での表決といたしました。春の全国交通

安全運動や恒例の初期消火訓練なども中止としたほ

か、健康フェスタや組長会なども中止または延期として

おります。広報などの一部の活動は継続して実施してい

る状況ですが、その他の活動再開については、今後の

見通しはまだ立っておりません。敬老会、餅つき、どんど

焼きなど会員の皆様に楽しみにしていただいている行事

が多く、会長としても早期の収束を願ってやみません。 

 

 

 

 

 

 

今後につきましては、感染症拡大防止にしっかりと取り

組みながら、活動再開をできるところから進めて行きたい

と考えています。例えば、役員会のような会議について

はオンライン化（ビデオ会議）の検討を進めています。

すでに 10 年前からメール（メーリングリスト）を用いた

意見交換、情報交換の体制は整備していましたが、さ

らに拡充を図りたいと考えています。ちょうどホームページ

の全面改修も行ったところであり、その機能も最大限活

用したいと思います。 

会員の皆様におかれましては、引き続き新型コロナウ

イルス感染予防に十分ご注意いただくとともに、町内会

活動へのご理解、ご支援をどうかよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年のどんど焼きで挨拶する島山会長 
 

２．2020 年度総会報告 
 

すみれが丘町内会の 2020 年度総会は、会長挨拶に

も記載のとおり委任状による開催とし、4月 26日（日）

に少人数の役員の出席のもと行いました。その結果、

2019 年度の事業内容、決算、2020 年度の事業計 
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画及び予算案（概ね例年通り）等が承認されました。 

また、今回は新組長の担当部会の調整は、紙面に

よって第一～第三希望を把握し、調整、確認の上決

定しました。新組長の皆さまにはご協力をいただき、大

変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任状による総会の開催状況 

 

３．役員の改選報告／新副会長に聞く！ 
 

今年度の総会では、役員の改選が実施されました。

長い間、町内会役員としてご活躍いただいた中山幸枝

監事、木口真人副会長、堀田広報副部会長が退任

されました。一方、高田一裕防災部会長が副会長兼

任となり、また曾木宏隆さん（33-17）が第４ブロック

会長に就任されました。 

＜高田新副会長に聞く！＞ 

7 月 5 日に高田新副会長に、今後の町内会活動

への想いなどをお聞きしましたのでご紹介します。 

Q まずはご自身のご紹介を 

小学校から約 20 年間金沢区富岡に住み、その後

は転勤族でしたが、43 歳のときにすみれが丘に転居し

て 14 年になります。すみれが丘の住環境の良さが気に

入っています。すみれ夏祭り実行委員、地元のソフトボ

ールチーム「すみれブルズ」でも活動しています。 

Q これまでの町内会での活動は 

 防災部会の担当が９年目になります。防災訓練や

初期消火訓練の継続も大事ですが、最近は参加者

全員が楽しみながら防災意識を高めること、いざというと

きの「互近助」が重要と考え、会員の親睦も兼ねた防

災バスツアーを継続的に企画するようにしています。 

Q すみれが丘の課題として感じていることは 

 すみれが丘は地盤も安定しており、水害リスクもない

比較的恵まれた地域です。しかし、いざ発災となると、コ

ロナの影響もあり、避難所（すみれ小）への収容人数

は限られます。高齢化や一人世帯の増加もあり、地域

での支えあいが極めて重要と考えています。 

Q どんな活動が必要と思いますか 

 災害時に限らず、ご近所同士が普段から声掛けや挨

拶を行い、子どもたちや高齢者を見守ることが必要と思

います。発災時に優先的に安否確認を行うための、要

援護者を対象とした「災害時支えあいカード」登録は、

この見守り活動の一環です。 

Q 新副会長としての意気込みは 

 町内会の皆様が楽しみながら防災に関心を持って

いただけるよう、いろいろな行事の企画を考えていきたい

と思います。 

 

４．2020 年度主要行事予定 
 

2020 年度の町内会の行事予定は当初は下表のと

おりでしたが、4～７月に予定していた行事はすべて中

止となりました。８月以降の行事も未定、検討中のも

のが多いので、今後、回覧や町内会ホームページ等で

のお知らせをご確認ください。 
 

2020 年度主要行事予定 
月 行事等 

（2020 年） 

４月 2020 年度（第 45 回）町内会総会(4/26) 
春の全国交通安全運動（のぼり設置）→中止 

５月 初期消火訓練(5/12) →中止 
日赤募金 

６月 すみれ健康フェスタ(6/8) →中止 
認知症を予防する講演会ﾊﾟｰﾄ 2(6/27）→中止 
第 1 回ブロック組長会（未定） 
社会福祉協議会賛助会員募集（未定） 

７月 2020 年度第 1 回組長会(延期) 
広報誌「すみれが丘」夏号発行 
夏休みラジオ体操の会(8/3～8/9) 

９月 防災訓練(9/12 検討中) 
秋の全国交通安全運動（看板・のぼり設置） 
第 41 回すみれが丘敬老会（9/27 検討中) 

10 月 すみれ祭り(10/31)後援 

11 月 消火器詰替・新規購入あっせん 
交通安全教室 
赤い羽根共同募金・年末助け合い募金 
防災体験会(11/28) 
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(12/6) 
第 2 回ブロック組長会（随時実施） 

（2021 年） 
１月 第 36 回すみれが丘どんど焼き(1/10) 

２月 2020 年度第 2 回組長会(2/14) 
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 26 回更生保護バザー 
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５．各部会より 
 

（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、秋に防災拠点訓練、防災ツアーを企

画していましたが、新型コロナの影響でまだ見通せてい

ません。決まりましたらお知らせします。 

 一方、近年の地球温暖化に伴い、台風の大型化が

懸念されています。2019 年 9 月の台風 15 号のよう

な風害がこの地域を襲う可能性も十分にあります。千

葉県では 64 万軒が停電し、建物被害も多数発生、

断水も長期化しました。しかし、もしそのような災害の影

響で避難が必要となった場合でも、防災拠点（すみれ

小）では三密を避け、感染防止を図らなければなりま

せん。そこで、災害の影響下でも、できる限りご自宅で

過ごすことができるように、各家庭でのご準備（強風へ

の備えの点検、防災グッズの準備のほか、マスクやアルコ

ール消毒液等の常備）をお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年台風 15号の影響（千葉市HP より） 
 

（２）環境衛生部会    

（部会長 山本裕加、副部会長 苗村庸子） 

日頃は町内の環境維持にご協力いただきありがとう

ございます。緊急事態宣言下において中止となっていた

公園清掃も再開されました。感染症拡大の影響により、

ごみ、特にプラスチックごみが増えているため、より一層の

削減のご協力をお願いいたします。なお、風で飛ばされ

やすいごみにつきましては、ごみボックスに入れるなど、飛

散防止の工夫をお願いいたします。町で飛散したごみ

は、町を汚すだけでなく、道路や側溝を経由して川に運

ばれ、海へと流れ出している状況があるそうです。 

なお、金属類の資源回収において、月曜日の回収

が中止となり、金曜日のみの回収となりました。30cm

未満の小さな金属類が回収対象となります。詳細およ

び最新の情報につきましては町内会ホームページをご確

認ください。ごみ出しルールにつきましては、状況が落ち

着いてから改定版を配布する予定です。 
 

（３）体レク・子供部会      

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

 現在のところ、ラジオ体操は学校の夏休みに合わせて、

８月 3 日（月）～８月 9 日（日）に実施予定で

す。密にならないようにマスク着用でご参加ください。新

型コロナウイルスの動向により中止とする場合にはホー

ムページで告知します。その他の行事については引き続

き検討し、決まり次第お知らせします。 
 

（４）防犯・交通安全部会    

（部会長 宮内康一、副部会長 新井広幸） 

町内の交通安全につ

いて、昨年はパンダ公園

前の十字路において交

通安全対策工事（プレ

ート設置）が行われまし

た。その後すみれ小学校

及び PTA、都筑警察署

と一緒に見守りやビラ配

り活動を行いました。こ

れらにより、児童や車を

運転される方のルール順

守意識が高まったのでは

ないかと思います。継続して活動して参ります。なお、毎

年行っている自転車講習会は、実施できるかどうか都

筑警察署と調整しています。また、防犯については、自

主防犯活動について検討、実現していきたいと思ってい

ます。 
 

（５）健康福祉部会    

（部会長 富岡洋子） 

 ６月に予定していたすみれ健康フェスタ及び認知症を

予防する講演会（パート２)は、残念ながら中止とさせ

ていただきました。その代わりとして、医療法人社団フォ

ルクモアの高橋宏地域連携部長にご協力いただき、新

型コロナウイルスの感染をさけながら認知症を予防する

方法を記載したチラシを作成し、7月に各戸配付しまし

た。ご一読いただき、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症予防のリーフレット 
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６．ハマロードサポーターについて 
 

すでに皆様ご存知のとおり、けやき通りのケヤキについ

ては樹種の転換（ヤマボウシへ）が決定しています。

工事時期等は、下水管リニューアルとの関係もあり未定

ですが、１～２年の間に工事開始されることとなる見

込みです。３月に各戸配付された「ケヤキ並木通信６

号」では、低木の整備案も示されていますが、ハマロー

ドサポーターなどによるアレンジも可能とされています。

このハマロードサポーター（身近な道路の里親）制度

の概要は下記のとおりです。今後町内会でも、これにど

う取り組むかについて検討します。 

●ハマロードサポーター制度の概要 

・地域のボランティア団体と行

政が協働し、身近な道路の美

化や清掃等を行う 

・道路管理者は、清掃用具や

資材（苗等）の提供、保険

加入、廃棄物処理等を実施 

・活動内容は団体が自主的に

決定 

・「すみれが丘小学校ハマロー

ド・サポーター」が学校周辺の

道路を対象に活動中 
ハマロードサポーターによる 

植栽管理の事例 
 
 

７．すみれ祭りについて 
 

 実行委員長 本吉 輝男 

すみれが丘の風物詩のすみれ夏祭りは昨年記念す

べき 10 回目でした。たくさんのご支援、そしてご参加を

いただき、ありがとうございました。 

さて、たよりの冬号でもお知らせした通り、2020 年は

東京オリンピックと重なることから、秋開催とすることとして

いました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響もあり、予定通り秋に開催するか、開催するとした場

合はどのような対策を行うか等について、委員会で検討

を続けているところです。 

 楽しみにしていた子供たち

や地域の皆様にはご心配を

お掛けしておりますが、どうか

ご理解・ご協力のほど、よろ

しくお願いします。実行委員

会で方針を固めましたら、お

知らせいたします。 
すみれ夏祭り 10 周年記念饅頭 

 

８．山本部会長が功労者賞を受賞されました！ 
 

山本環境衛生部会長が、令和2年度「クリーン・3R
夢都筑区推進功労者」を受賞されました。本賞は毎
年都筑区で表彰するもので、「清潔できれいな街づくり、
3R 夢プランなどの推進に貢献された個人または団体」
を対象に行うとしています。部会長は 6 月 26 日の式
典において「山田連合町内会推薦」で受賞されたとのこ
とです。おめでとうございます！ 

 

８．おくやみ 
 

2020年 2月～2020年 6月の間に、下記のとお
り防犯・交通安全部会長の宮内康一様の奥様を含
めた方々について、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。 

2020 年 3 月 故 辻畑 泰宏様 (26-9) 

2020 年 3 月 故 宮内 郁子様 (21-23) 

 
 

７．ホームページを全面リニューアル！ 
 

広報部会長 西浩司 

 すみれが丘町内会ホームページは、2010 年に開設

したのち、さまざまな情報を掲載し、多くの方にご利用い

ただきました。その間、少しずつ構成を変えるなど、改良

を加えてきました。 

 今回、近年スマートフォンやタブレットでホームページを

ご覧になる方が増えたこともあり、より見やすい、必要な

情報を探しやすい、ま

た、タイムリーな更新を

行いやすいホームペー

ジを目指して全面的な

改修を実施しました。

どうかご利用ください。

なお、改修は、町内に

事務所を構えるウェッ

ジソフトウエア（株）さ

んにお願いしました。 

新しいホームページの画面 
 

●編集後記 
※ウェブサイトリニューアルにより、複数メンバーによる更新が
可能な仕組みができました。また、リモート環境でも更新がで
きますので、よりタイムリーな発信が可能となりました。 
●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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