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～2022年冬号の内容～ 

1. ご挨拶 

2. けやき通りの再整備計画について 

3. 2021 年度の町内会活動について 

4. どんど焼きを実施！ 

5. すみれ夏祭り 2022 について 

6. 「けあぷらデー」のご紹介！ 

7. 役員ご紹介と市・区からの表彰について 

8. ケヤキの丸太を小学校に贈呈しました！ 

9. おくやみ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 島山博明 

新春恒例の「第 37 回すみれが丘どんど焼き」が 1

月 9 日(日)、第一公園多目的広場で盛大に開催さ

れました。好天に恵まれ、約 700 人という大勢の参加

者が集まりました。新型コロナウイルス感染症への対応

強化策として、参加者の連

絡先の把握を行うとともに、

福枝等の飲食物の提供な

しと致しました。おかげさまで

すみれが丘小学校おやじク

ラブや都筑消防団等の関

係者のご協力のもと、新春

の伝統行事を成功裏に開

催できたことは大きな慶びで

あります。会員の皆さまにお

かれましても、引き続き新型

コロナウイルス感染予防に十分ご注意ください。 

一方、昨年度に続き、今年度もコロナ禍により町内

会活動の制約を余儀なくされ、多くの予定行事が中

止となる状況となっています。このような中、2020 年 9

月から感染対策として導入した「ウェブ会議システム」を

毎月の定例役員会に継続して活用したほか、メールシ

ステムやホームページ等により、町内会員、組長さん及

び役員間のコミュニケーションが維持できたことはきわめ

て有意義でした。また、今年度の特筆すべき成果は、

昨年8月の「青パト」の導入です。現在定期的に町内

の巡回を行っており、防犯や会員の安全・安心意識の

向上に寄与できていると考えています。引き続きこのよ

うな町内活動へのご理解、ご支援をお願いします。 

また、昨夏にけやき通りのケヤキの伐採が完了しまし

た。これに引き続いて、今年は再整備計画（下水道

更新）の工事が本格的に始まります。これについても

皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

２．けやき通りの再整備計画について 
 

皆様ご存知の通り、一昨年からけやき通りの再整備

が始まり、ケヤキの伐採は昨年９月に完了しました。現

在は一部に切株が残っているという状況です。さびしくな

ったと感じられている方もおられるかも知れません。電線

や電柱の存在感が増したことはまちがいないようです。 

 

 会長のご挨拶にもあるように、この冬から下水道の更

新工事が再開されます。当初計画とは工法が一部変

更されていますが（詳しくは各戸配付された「ケヤキ並

木通信第７号」を参照ください。）、なんとか 2024 年

には完了するように計画されています。順調に進めば、

次年度の終わりには植栽帯も部分的にですが整備され、

新しい通りの姿が徐々に現れてくると思います。 

 新しくなるけやき通りを地域でどのように守り、活用して

いくかを会員の皆様とともに考えていきたいと思います。

ハマロードサポーター等の仕組みもありますので、植栽

帯の計画等が明らかになってきたらお知らせします。 
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３．2021年度の町内会活動について 
 

（１）防犯・交通安全部会    
 

（部会長 宮内康一 副部会長 新井広幸） 

青パト「すみれが丘の自主防犯パトロール」は、昨年

8 月に神奈川県警の認可がおり、運用を開始しました。

すみれが丘地域内を約 80分(約 8km)かけて、アナウ

ンスしながら巡回しています。週一回程度のペースを基

本とし、秋の交通安全週間(9 月)には毎日、年末は

隔日で巡回を行いました。また、すみれが丘小学校

PTA からの要請を受け、11 月第 3 週に下校時の児

童に青パトによるアナウンスで注意を呼び掛けました。 

12月 19日の都筑区の「防犯活動のための研修会」

及び「青パト出陣式」では、区内の24のパトロール隊と

ともに歴博通りなどをデモンストレーション走行しました。

青パトについては、会員の皆様から色々なご意見や感

想を頂きました。それらを踏まえて青パトをより良いもの

にしていきたいと思っています。 

すみれが丘の近隣では、相変わらず交通事故が頻

発しています。交差点で起きる事故の大半は「右直事

故（右折車と直進車の事故）」です。歩行者や自転

車が巻き込まれることもあり、車を運転する時も横断歩

道を渡る時も、交差点では十分注意して下さい。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

（２）防災部会      
 

（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治） 

11 月 13 日すみれが丘町内会館前で、消火器販

売・薬剤詰替えの斡旋が行われました。消火器には使

用期限があり、期限経過したものは安全に使用できな

いことがあります。毎年秋にご案内していますが、ぜひ、

ご家庭で使用期限等の確認をお願いいたします。  

今年度は、初期消火及び防災拠点訓練、防災研

修バスツアーを企画し、実施に向けた調整・準備を行い

ましたが、いずれも残念ながら中止となりました。今後次

年度に向け、新たに企画を考えたいと思います。 
 

（３）体レク・子ども部会      
 

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

今年度、餅つき大会と防災部会との共催での防災

研修バスツアーは中止

としましたが、夏休みの

ラジオ体操は実施でき

ました。次年度は、コ

ロナの状況をみなが

ら、活動を企画・実施

していきます。 
 

（４）環境衛生部会    
 

（部会長 苗村庸子、副部会長 村井京子） 

すみれが丘町内会の恒例行事であった「けやき通り

清掃」は、昨年９月のケヤキの伐採完了により中止と

いたしました。来年度以降については検討中です。 

各組で分担いただいている公園清掃について、ご協

力ありがとうございます。新型コロナ感染症予防にご留

意いただき、引き続きよろしくお願い致します。なお、緊

急事態宣言が発令された場合は中止としてください。 

資源ごみ回収について、回覧とホームページでお願い

をいたしました。町内会にとり資源回収による奨励金は

貴重な活動原資となっていますので、ご理解・ご協力の

ほど、よろしくお願いします。 
 

（５）健康福祉部会    
 

（部会長 富岡洋子） 

健康福祉部会の恒例行事の第 42 回すみれが丘敬

老会には 9 月 26 日(日)にすみれが丘小学校体育

館で開催予定でしたが、緊急事態宣言を受けて中止

とし、昨年度に続き敬老の日のお祝い品をお届けする

ことといたしました。9 月 19 日(日)に、敬老会名簿登巡回中の青パト（すみれの花の音楽が印象的！） 

青パト出陣式！気合い入れて行こう！ 

ラジオ体操の景品に並ぶ！ 
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録者の 263 名(男性

111 名、女性 152

名)に、女性役員、民

生委員及び地域ボラ

ンティアの方々12 名

のご協力をいただき、

お届けすることができ

ました。 

 
 

４．どんど焼きを実施！ 
 

（広報部会 西 浩司） 

会長ご挨拶にもありましたが、１月９日（日）に第

37 回どんど焼きが２年ぶりに開催されました。今回は

感染対策として、いつものようなお神酒、おしるこ、福枝

の提供はありませんでしたが、600 名を超える方々にご

参加いただきました。点火前にお焚き上げの品物をもっ

て来られ、そのままお帰りになられた方も多かったほか、

残念ながら子どもたちの姿が少なかった印象があります

が、風もなく、炎は見事に高く舞い上がりましたので、無

病息災の祈りが天

に届いたのではない

かと思います。 

来年は通常通り

開催できることを祈

りたいと思います。な

お、ケヤキの伐採が

完了したため、福枝

の提供をどうするか

などが今後の検討

課題になりそうです

が、実施の方法につ

いては、皆様のご理

解をいただければと

思っています。 

 
 

５．すみれ夏祭り 2022について 
 

実行委員長 本吉輝男 

実行委員会では 2021 年のすみれ秋祭りを 10 月

に開催できるように準備をしていましたが、緊急事態宣

言の延長もあり、2020年に続いて中止としました。その

後実行委員会で検討し、2022 年８月 6 日（土）

に、夏祭りとして３年ぶりに実施する方向で進めることと

しました。子どもたち、そして地域の皆様の思い出に残る

お祭りとして、なんとか復活させたいと考えています。４

月頃から本格的に準備を始め、感染対策など開催方

法も考えてまいります。地域の皆様、どうかご理解いただ

き、温かいご支援のほどよろしくお願いします！ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

６．「けあぷらデー」のご紹介！ 
 

回覧でもお知らせしていますが、毎月 15 日は、無料

出張相談会「けあぷらデー」

です。すみれが丘町内会も

この活動をサポートしていま

す。 

東山田ケアプラザの専門

相談員が無料でお答えする

相談会ですので、ご相談し

てみませんか。「地域の活動

を知りたい」「最近、近所の

方が元気がない」「介護保険を使いたい」「離れて暮ら

す親のことが心配」「誰に相談していいかわからない」そ

んな方の相談に乗っていただけます。ご活用ください。

「特に相談することはないが遊びにきた。」という方も大

歓迎だそうです。 

実施日時：毎月 15日 10：00～12：00 

（１月、８月はお休み） 

開催場所：すみれが丘町内会館 

対   象：高齢者に関する相談がある方どなたでも 

予 約 等 :不要 

主   催：東山田地域ケアプラザ・地域包括支援セ

ンター 

 
 

 

 
 
 
 

のぼりが目印！ 

お祝い品に添えたイラスト 

炎が空高く舞い上がりました！ 

くまモンも来たモン／2019年すみれ夏祭り！ 

相談員の皆様です！左から関島主任ケアマネジャー、
社会福祉士の荻野さん、保健師の中村さんと藍野さん 



 
 

4 

７．役員ご紹介と市・区からの表彰について 
 

本広報紙の夏号において、各専門部会長、副部会

長などをご紹介しました。今回は監事、顧問、総務及

び各ブロック会長（1B～8B）の皆様を写真でご紹介

します（総務の中川さんは、表彰の写真をご覧くださ

い）。町内で見かけたら、ぜひお声がけください。 

 

 
 
 
 
 
監事福森さん   顧問荒牧さん   1B 高橋さん 

 

 
 
 
 
 
2B大谷さん    3B丸山さん    4B 曾木さん 

 
 

 
 
 
 
5B小野寺さん  6B間々田さん  7B 川野さん 

 
 

 
 
 
 
8B吉原さん 

 

1 月６日に都筑公会

堂で開催された『都筑区

新年を祝う集い・都筑区

消防出初式』式典におい

て、島山会長が一般消

防功労者として都筑消防団長表彰を受けられました。

また、総務中川さん（消防団員）が優良消防団員と

して消防局長表彰を受けられました。 

また、体レク・子ども部会長の三品さんが、横浜市よ

り「横浜市スポーツ推進委員・10 年勤続表彰」を受け

られました。みなさま、おめでとうございます！ 

 

８．ケヤキ丸太を小学校に贈呈しました！ 
 

 昨年９月にすべて伐採されたけやき通りのケヤキたち
ですが、その一部（約50cm の丸太6本）を都筑土
木事務所からすみれが丘町内会にお譲りいただきまし
た。どのように活用するか検討していたところ、すみれが
丘小学校山田副校長より、今年度の卒業生の記念の
品（学校に残す作品などの素材）として使いたいとの
お申し出がありました。３か月ほど乾燥させたのち、おや

じクラブの皆様のご協力で２本をきれいに磨いて、１月
26日にお届けしました。 
 子どもたちの手によって、どのような作品ができあがるか、
大変楽しみです。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

９．おくやみ 
 

令和 3年 7月～令和 4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。 

2021 年 11 月 故 前田こと代様 (42-24) 

2022 年 1 月 故 中村 定  様 (2-26) 

2022 年 1 月 故 横山 恭彦 様 (35-38) 

 
 
 

※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：kouhou@sumiregaoka.com  
 
 
 
 
 
すみれが丘町内会ホームページ（左）とフェイスブックページ

（右）のQR コード 
http://sumiregaoka.com 

https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 

表彰された島山会長と
総務中川さん 

山田副校長、６年担任の渡辺周也・渡邉成美
両先生と記念写真！ 

http://sumiregaoka.com/

