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～2021 年夏号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． 2021 年度総会の結果 

３． 新役員のご紹介 

４． 2021 年度の行事について 

５． 各部会からのお知らせ 

６． けやき通りの再整備計画－最新情報！ 

７． すみれ秋祭りの実施について 

８． すみれが丘町内会の会員の現状 

９． 地域サポーター募集中です！ 

１０． おくやみ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 島山博明 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。昨年から続く新型
コロナウイルス感染症は収束の気配が見られず、まん
延防止等重点措置が継続したまま 7 月に入りました。
町内会活動も昨年同様大きな制約を受けております。
4 月の年次総会は新組長さんに集まっていただくことを
避け、昨年同様書面表決としました。また恒例の初期

消火訓練、防災体験ツアーを延期としたほか、春の
交通安全運動、第１回組長会を中止としました。今
月 23 日からはいよいよ東京オリンピック・パラリンピック
が開催されます。厳しい状況下ですが、無事に成功裏
に挙行されることを祈念する次第です。 

このような状況下において、当町内会では、早くから

IT 技術を駆使した情報化に取り組み、タイムリーに成

果を出すことが出来ました。具体的には昨年 8 月から
毎月の定例役員会や行政との各種会議をオンライン
で行っているほか、町内会ホームページのリニューアルや
メールを活用により、広報や情報伝達を強化し、町内
会員及び役員間のコミュニケーシヨンを維持できたこと
は有意義でした。また、地域防犯活動の強化にも取
り組んでおり、今年度より「青パト」を開始します。 

さて、すみれが丘町内会は、4 月 1 日現在で加入

世帯数が1,247で、都筑区の100を超える自治会・

町内会で 5 番目の規模となっており、比較的大きな地
区と言えます。加入世帯数は５年前と比較すると＋
6.1％で、加入世帯率は 66％（都筑区は 59.9％）
です。ただ、依然高齢化は進んでおり、65 歳以上の

割合は 24.3%で、都筑区の中でも顕著な値となって
います。皆様には、ぜひ近隣の高齢者とのコミュニケー
シヨンを維持していただけますよう、お願いします。 

最後にご報告です。今年になってけやき通り再整備
計画の第一次工事が始まりました。すでにケヤキの伐
採・伐根が一部実施されていますが、今後下水道管
の更新、歩道の全面改修、

ヤマボウシ若木の植栽、植栽
帯の整備など長期にわたる工

事が計画されています。数年
後にはけやき通りは新しい通り
に生まれ変わりますが、整備

内容の詳細やその維持管理
の在り方などが、町内会の目
下の大きな課題であると考え

ています。 
 

 

２．2021 年度総会の結果 
 

2021 年度総会は、2020 年度に続き書面表決に
て 4 月 25 日（日）に実施されました。2020 年度

の決算、2021 年度の予算及び青パト導入も含む
事業計画、新役員人事については、原案通り承認さ
れました。概ね例年通りの事業計画としていましたが、
その後のコロナ禍の動向を踏まえ、すでにいくつか変更
となっていますのでご注意ください（次項参照）。また、
町内会会則・細則が下記のとおり一部改正されました。 
・簡易保険の団体払込制度に関する記載の削除

（会則第４条、18 条） 

・総会の書面表決について追記（細則第 4 条） 

 

３．新役員のご紹介 
 

 今年度より、

新たに４名の方

が役員に就任さ

れました。会員

の皆様、どうぞよ

ろしくお願いしま

す。(次ページも

ご覧ください！) 

すみれが丘だより 令和３年（2021 年）夏号（No.23） 
発行：すみれが丘町内会、編集：広報部会 ／ 2021 年 7 月発行 

 

総務補佐の神谷格郎（左）と環境衛

生部会副部会長の村井京子（右） 
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＜新役員ご紹介の

続き＞ 

 
広報部会副部会長の

中井正人（左）と WEB

サイト担当の大野知

英（右） 
 

 

４．2021 年度の行事について 
 

2021 年度の行事予定は下表のとおりですが、すで
にいくつか中止または延期となりました。今後もコロナの
状況に応じて適宜判断いたします。回覧や町内会ホー
ムページでの最新のお知らせをご確認ください。 

2021 年度主要行事予定 
月 行事等 

（2021 年） 
４月 2021 年度（第 46 回）町内会総会(4/25) 

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(5/9) →延期 
日赤募金 

６月 第 1 回ブロック組長会（随時実施）→中止 
社会福祉協議会賛助会員募集 
2021 年度第 1 回組長会(6/27)→中止 

７月 防災体験会→延期 
広報誌「すみれが丘」夏号発行 
夏休みラジオ体操の会(7/26～8/1) 

９月 防災訓練(9/11)→検討中 
秋の全国交通安全運動（看板・のぼり設置） 
第 42 回すみれが丘敬老会（9/26)  

10 月 すみれ祭り(10/30)後援 
11 月 消火器詰替・新規購入あっせん（11/13） 

交通安全教室（検討中） 
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(12/5) 
第 2 回ブロック組長会（随時実施） 

（2022 年） 

１月 第 37 回すみれが丘どんど焼き(1/9) 
２月 2021 年度第 2 回組長会(2/13) 

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 27 回更生保護バザー 

 

５．各部会からのお知らせ 
 

（１）防災部会      
 

（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治） 
今年度予定していた初期消火訓練、防災体験会

（研修バスツアー）については延期としています。今後
については、防災拠点訓練も含め関係機関との相談を
踏まえて検討し、お知らせする予定です。ただ、災害は
いつ襲ってくるかわかりません。避難場所もコロナの影響
で十分使えない状況も予想されます。皆様にはご自宅

での防災への取り組みをどうかよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
部会長 高田（左） 
副部会長 三宅（右） 

 

（２）環境衛生部会    
 

（部会長 苗村庸子、副部会長 村井京子） 
今年度から部会長苗村と副部会長村井の体制とな

りました。町内の環境及び衛生の維持活動への取り組
みに引き続きご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

ごみ問題、資源回収などで新たな動きがあった場合
は、適宜ホームページ等で最新情報をお知らせしてい

ますので、ご覧ください。また、け
やき通り清掃は、一応例年どおり
11～12 月に計画していますが、
状況に応じて実施あるいは中止

等の判断を行うことが予想されま
す。こちらも適宜お知らせします。 

部会長 苗村 
 

（３）体レク・子供部会      
 

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 
現時点では「夏休み早朝ラジオ体操」（7 月 26 日

～8 月 1 日）及び餅つき大会（12 月 5 日）を例年
通り企画しています。ラジオ体操は小学校との相談を
踏まえ、感染対策を取りながら実施したいと考えていま
す。餅つき大会については、今後の状況を見て判断し、

適宜お知らせします。 
35 
 
 
 
 
部会長 三品（左） 
副部会長 林（右） 

 

（４）健康福祉部会    
 

（部会長 富岡洋子） 
会員の皆様の健康維持を目指し、これまで健康フェ

スタ等を開催しておりましたが、今年度はコロナの影響
のため当初の計画にも入れること
がかないませんでした。どうかそれぞ
れで生活の工夫を行い、健康に

過ごされますようお祈りします。9

月の敬老会につきましては、広報
でお届けする部会からのお知らせ
をご覧ください。 

部会長 富岡 
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（５）防犯・交通安全部会    
 

（部会長 宮内康一 副部会長 新井広幸） 

 昨年度、電話詐欺（振り込め詐欺）に対する防犯

対策として、悪質商法撃退機器「録音チュー」の配付

を行いました。予想を上回る申込があり、合計 150 の

高齢者世帯に配布できました。振込詐欺電話が広まっ

ていることを痛感した年でした。 

さて、すみれが丘も高齢化が進み、けやき通りの横

断歩道を渡るのに時間がかかる方が増えてきました。そ

こで都筑警察署に歩行者信号の時間延長の要望を

出したところ、5 月 17 日から、すみれが丘公園交差点

の信号は、青になって点滅になるまでの時間が 13 秒か

ら 16 秒と 3 秒延びました。横断が楽になったという声が

聞かれました。更にもう少し伸ばせないか要望している

ほか、すみれ小入口交差点の信号の時間延長につい

ても要望を行っているところです。 

また、長年の懸案だった「青パト（自主防犯パトロ
ール）」事業を総会で承認をいただき、実施に向け着
手しました。現在車両装備品の購入が終わり、申請に

向け警察に相談し
ているところです。
7/2 に は 初 回 の

「青色防犯パトロ
ール講習会」実施
しました。青パトの
運用には受講が必
須となっています。
今回は役員 12 名
が受講しました。申

請 が 受 理 さ れ 次
第、巡回パトロー
ルを開始したいと
考えています。 
 
 
 
 

 
 
 
 
部会長 宮内（左） 
副部会長 新井（右） 
 

もう一つの懸案だった防犯カメラの設置について、す

みれが丘公園入口と第 3 公園(パンダ公園)交差点を

候補地として、補助金制度を利用した設置申請を６

月末に行いました。申請が通れば、来年上旬に設置す

る予定です。 

11 月の自転車安全講習会の実施については検討

中ですが、現時点ではコロナ禍の状況下での集合研修

は難しいと考えており、代わりに子どもたちの通学時の見

守りや青パトでの交通安全の呼びかけを行っていきたい

と考えています。 
 

（６）広報部会    
 

（部会長 西浩司 副部会長 中井正人、 

WEB サイト担当 大野 知英） 

 広報部会に新しい仲間ができまし

た。副部会長の中井とWEBサイト担

当の大野です。会員の皆様の役に

立つ情報を、紙面及びホームページ

でタイムリーお伝えしますので、よろし

くお願いします。 

部会長 西 

 

６．けやき通りの再整備計画－最新情報！ 
 

6 月 26 日にすみれが丘会館で、都筑土木事務所、
横浜市環境創造局の担当との再整備計画に関する
打合せがありました。その概要をお知らせします。 
＜今後の整備予定等の説明＞ 
・残るケヤキの伐採・伐根は８月頃から着手。 

・伐採後の下水道整備の発注の手続き中。まず家屋
調査が３ケ月ほど要し、その後工事開始。 
・下水道工事と植栽を５区間に分けて行うことを検討
中。完了まで最長５年かかる可能性がある。 
・工事は川崎市側から順次実施し、区間ごとに工事
終了後すぐに植栽を開始する。 
・植栽帯は、「ケヤキ並木通信※」第６号のとおり、ヒラ

ドツツジでの整備を基本に考えている。今後アレンジに

ついて相談して進めたい。 
※過去のケヤキ並木通信は町内会ホームページに掲載。 

＜出席者からの主な意見＞ 
・これまで３年程度での工事完了と聞いていた。都筑
区のモデル事業として従来方式にとらわれず、空白期

間を作らないなど、早期に行う方法を検討してほしい。 
＜意見を受けての対応＞ 

・もっと早期に工事が完了する方法がないか、持ち帰
って検討する。 
・８月上旬頃に再度打合せを実施したい。 

 

７．すみれ秋祭りの実施について 
 

 実行委員長 本吉 輝男 

すみれが丘の風物詩であるすみれ夏祭り。昨年はす
みれ秋祭りとして実施予定でしたが、残念ながら新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で中止としました。 

実行委員会では秋祭りとして今年こそ何らかの形で
実施したいと考え、まだまだ見通せない状況ではありま

青パト講習会と購入機材・車両 
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すが、開催に向けて検討を開始しました。現在 10 月

30 日（土）開催を目標とし、総合演出、寄付、ステ
ージ、動員、出店などの分科会に分かれて検討を行っ
ています。どのような形なら実施できるか、皆で知恵を絞
っているところです。どうか楽しみにお待ちください！  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019 年の第 10回すみれ夏祭り 

 

８．すみれが丘町内会の会員の現状 
 

すみれが丘町内会の会員は、個人会員（世帯主
等）と特定個人会員及び法人会員の３種類です。
法人会員は 13 です。個人会員は 2021 年 4 月現
在 1,247 世帯（このうち２世帯住宅が約 30 世帯）
で、下のグラフにもありますように、2020 年度以降に

徐々に増加している傾向がみられます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2019 年度からの会員数の推移 
2020 年 4 月の横浜市の町内会自治会加入率は

71.2％で、実は都筑区は最低の 59.9％です。ところ
がすみれが丘は 66％であり、都筑区の中では加入率

が高い地域となっています。これも会員の皆さんの地域

への関心、意識の高さの現れと考えられます。一方、い
わゆる集合住宅等が 80 棟近くありますが、このうち会
員の加入が一世帯も確認できないところが 50 棟近くあ
ります。これらの集合住宅等にお住いの方に、町内会に
加わっていただくことが、今後の課題の１つであり、加入
促進活動を継続して進めてまいります。 

 

９．地域サポーター募集中です！ 
 

すみれが丘では、2011 年から「すみれが丘小学校
地域サポーターズ」が活動しています。登下校時の見
守りのほか、各人のスキルを生かした授業サポート、ハー

トフル授業のサポートなどを行っています。ぜひご参加く

ださい！  
活動を通じて知り合った可愛い児童達は、ほぼ全員

が登下校時や町で出会った時に「おはようございます！」
「こんにちは！」「さようなら！」「いつもありがとうございま
す！」と素敵な笑顔で元気なあいさつを交わしてくれま
す。サポーターたちは、逆に児童から大きな「元気」をも
らうようになりました。この活動はそんなとても楽しい、素

敵な活動です。 
〇参加ご希望の方は、下記までご連絡ください。 
supporter＠sumiregaoka.com（事務局 間々田） 

〇詳しくは、すみれが丘町内会ホームページの地域サ
ポーターズのページをご覧ください。 
http://sumiregaoka.com/top/circlelist/supporters/ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

下校中の子どもたちの見守り活動中！ 
 

10．おくやみ 
 

令和 3年 1月～令和 3年 7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。 
 

2021 年 2 月 故 辻本 とよ子様 (33-26) 

2021 年 3 月 故 持田 博美  様 (10-22) 

2021 年 4 月 故 戸田 勝也  様 (31-21) 

2021 年 5 月 故 若林 喜代子様 (6-36) 

2021 年 6 月 故 小栗 正弘  様 (28-24) 

 

 
 

※新役員と部会長、副部会長を
写真でご紹介しました。他の役員
も順次ご紹介したいと思います。 
※ホームページにコロナ情報や行
事のことなど、最新情報を掲載して
います。ご活用ください。右の QR コ
ードで入れます。 
※広報部会（西・中井・大野）
へのご連絡、お問い合わせは下記
メールにお送りください。 
※メール：kouhou＠sumiregaoka.com 
※ホームページ・フェイスブックページ： 
http://www.sumiregaoka.com 
https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 
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