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～2022 年夏号の内容～ 

1. ご挨拶 

2. 2022 年度総会の結果 

3. 新専門部会長、新ブロック会長紹介 

4. 組長会開催！ 

5. 2022 年度の行事について 

6. 各部会からのお知らせ 

7. けやき通りの再整備について 

8. すみれ夏祭りについて 

9. すみれ情報室（仮称）実施に向けて 

10.おくやみ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 宮内康一 

本年 4 月の町内会総会で島山前会長の後任とし

て第 6 代会長に指名されました宮内です。 

すみれが丘は 50 年前の 1972 年 4 月に新しい住

宅地として誕生しました（第 2 公園に竣工記念碑が

あります）。歴代の会長はいずれも開発当初からお住

ま い に な っ て い た

方々ですが、私は

26 年前にこの地に

移転してきました。

すみれが丘誕生当

時を知らない最初

の会長となります。 

右図は、すみれ

が丘の 1975 年と

2022 年 3 月末の

人口ピラミッドです。

開発当初の 1975

年 は 人 口 2,194

人、平均年齢27.0

歳という大変若い街

でした。2022 年現在は人口 4,426 人（男性

2,149 人、女性 2,277 人）、平均年齢 46.3 歳と

大きく変わっています。 平均年齢が比較的若い都筑

区にあって、高齢化率 24.6％と全国平均並みに高

齢化が進んでいます。 

また現在の人口構成は、開発当初からお住まいに

なっている 70 代後半から 80 歳代のグループ、40 代

後半から 50 歳代のグループ、10 代後半から 20 代の

グループと大きく３つ分かれています。まさに「老：経験

と知恵が豊富」、「壮：実行・運営力がある」、「青:若

くて元気」の 3 グループで形成されています。そしてすみ

れが丘には、様々なご経験を持った素晴らしい方が沢

山居られます。 IT リテラシーが高い方も多く、横浜市

町内会の中でも IT 活用が進んでいます。 これまで、

町内会活動の多くは「老」の方に引っ張ってきていただ

きましたが、これからは「老」「壮」「青」それぞれの強みを

生かして元気なまちづくりを行っていきたいと思います。 

すみれが丘は、港北ニュータウン建設事業に先立っ

て開発され 50 年を経過しました。 このため下水道、

水道などのインフラの更新時期にあたり、現在これらの

工事が行われています。街のシンボルロードである「けや

き通り」の再整備計画の第一次工事が始まりました。

水道管・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

維持管理の在り方を検討していく必要があります。 

少子高齢化、社会インフラの老朽化、共に我が国

の大きな課題です。すみれが丘でもこの大きな課題に

皆さんとともに取り組み、魅力的な街にしていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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宮内第６代町内会長です 
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２．2022 年度総会の結果 
 

2022 年度総会は、2021 年度に続き書面表決に

て 4 月 24 日（日）に実施されました。予算及び事

業計画、会長含む新役員人事については、原案通り

承認されました。コロナ禍は続いていますが、概ね

2019 年度に近い事業計画となっています（行事予

定を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年度総会（書面表決で実施） 

 

３．新専門部会長、新ブロック会長紹介 
 

今年度より新しい防犯交通安

全部会長に前広報部会副部会

長の中井正人さんが就任されたほ

か、第３ブロック会長に瓜田誠治さ

んが就任されました。中井さんのお

写 真 は 広 報 紙 す み れ が 丘 の

No.23 をご覧ください。 

瓜田誠治さん 
 

 

４．組長会開催！ 
 

コロナの影響で 2 年間開催されなかった組長会がす

みれ小体育館（従来は会館で実施）で 6 月 12 日

（日）に開催されました。58 名の組長さんに出席いた

だき、組長さんのお仕事の説明、質疑応答などを行い

ました。質疑の結果は Q&A にまとめて町内会ホームペ

ージの「組長さんへ」のページに掲載してあります。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2022 年度第 1回組長会 

５．2022 年度の行事について 
 

2022 年度の町内会の行事予定は下の表のとおり

です。できる限り予定通りに実施できるよう調整・準備

してまいります。回覧や町内会ホームページで最新のお

知らせをご確認ください。 

2022 年度主要行事予定 
月 行事等 

（2022 年） 

４月 2022 年度（第 47 回）町内会総会(4/24) 
５月 初期消火訓練(5/8)  

日赤募金 

６月 第 1 回ブロック組長会（6～7 月） 
社会福祉協議会賛助会員募集 
2022 年度第 1 回組長会(6/12) 

７月 広報誌「すみれが丘」夏号発行 
夏休みラジオ体操の会(7/25～7/31) 

８月 第 11 回すみれ夏祭り(8/6)後援 
９月 防災訓練(9/17) 

秋の全国交通安全運動（9/21～30） 
第 43 回すみれが丘敬老会（9/25) 

10 月 防災体験会（10/15） 
11 月 消火器詰替・新規購入あっせん（11/12） 

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 
公園一斉清掃(11～12 月) 
すみれ小ふれあいすみれクリーン活動参加 
第 2 回ブロック組長会（11～12 月） 

12 月 餅つき大会(12/4) 
（2023 年） 

１月 第 37 回すみれが丘どんど焼き(1/8) 
２月 2022 年度第 2 回組長会(2/12) 

広報誌「すみれが丘」冬号発行 
更生保護バザーとりまとめ（2/18） 

３月 第 28 回更生保護バザー（2/25） 

 

６．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） 

 5 月 8 日(日)９時、10 時、11 時に町内各３カ
所、計９カ所にて初期消火訓練が実施されました。３
年振りの開催でしたが、延べ 141 名の参加がありまし

た。震災時の火災発生の際は、消防車の到着が困難
なケースが想定さ
れます。一度でも
経験されると、とて
も簡単に消火活
動ができます。今
回参加ができなか
った皆様も、来年

はぜひご経験くださ
い。            久しぶりの初期消火訓練！ 

また、9 月 17 日(土)には防災拠点訓練、10 月
15 日(土)には防災地下神殿（世界最大級の地下
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放水路）見学ツアー、11 月 12 日（土）には消火

器販売・詰替えを予定しています。防災への関心を深
め、いざという時のために、備えておきましょう。 
 

（２）環境衛生部会    
 

（部会長 苗村庸子、副部会長 村井京子） 
 

日頃は町内のゴミ収集場所等の環境維持にご協力
いただきありがとうございます。資源回収等についての最

新情報やお知らせは、町内会ホームページ（環境衛
生部会のページ）に掲載しておりますので、適宜ご確
認ください。また、当番制の公園清掃についても、引き
続きご協力をよろしくお願いします。 

昨年からけやき通りの工事が始まっている関係で、今
年度は「けやき通り清掃」を「公園一斉清掃」に変更し
て実施したいと思います。詳細は 9 月以降に回覧にて

お知らせします。 
 

（３）体レク・子供部会      
 

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 
 

「夏休みラジオ体操」（7 月 25 日 ～7 月 31 日）
及び「餅つき大会」（12 月 4 日）を例年通り企画し
ています。いずれのイベントも新型コロナウイルス感染対

策を取りながら実施してまいります。今後の動向により
予定が変更となる場合には、適宜お知らせいたします。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021 年のラジオ体操 
 

（４）防犯・交通安全部会    
 

（部会長 中井正人 副部会長 新井広幸） 
 

今年度より部会長中井、副部会長新井の体制とな
りました。どうぞよろしく願いいたします。 

“犯罪や交通事故のおこらない安全なまちづくり”は、
“自分たちで守ろう”という皆様方お一人おひとりのお気
持ちが一番大事なことと考えております。町内会では、
そのお手伝いとして下記の活動を行っております。皆様

の一層のご協力お願いいたします。 
① 防犯カメラ設置 

昨年度に第一公園付近に設置しました。防犯、交
通安全に寄与するものと期待されます。 

② 青パト（自主防犯パトロール、通年） 

都筑警察署の指導を受け、町内会役員を中心に
交代制で青パトを実施しており、土日を含め、町内を

軽車両で1.5時間程度、“すみれの花咲く頃”を流しな
がら巡回しています。皆様も一度体験してみませんか、
部会宛のご参加の連絡をお待ちしています！ 
③ 秋の交通安全週間への対応 

9 月 21～30 日に青パトを毎日実施予定です。 

④ 交通安全教室 

すみれが丘小学校 PTA と共催で 11 月上旬実施を
予定しており、現在、都筑警察署と協議中です。 

県警交通安全教育隊によるの幼児から年配の方ま
での「歩き方、自転車、オートバイ教室」、あるいは都筑
警察署による小学生向けの「チリリンスクール」を企画し
ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全シミュレーターが来た（2019年） 
 

（５）健康福祉部会    
 

（部会長 富岡洋子） 
 

コロナ禍により、2019 年まで毎年開催していた、健
康づくりウォーキング講習会、すみれが丘小学校体育

館での敬老会、健康ヘルスチェック等のイベント活動が
できない状況が 2 年間続いてきました。今年度の行事
予定についても見通しが難しい状況になっております。そ
れぞれの実施については改めてお知らせします。 

これらを踏まえ、健康福祉部会としてできることは何
かを考えて参りたいと思います。 
 

 

７．けやき通りの再整備について 
 

昨年度のケヤキの伐採に
続き、下水道等の工事が
継続して実施されていました
が、右の写真のような植栽
帯の整備が少しずつ進んで

きました。早く以前のけやき

通りのような緑あふれる通り
になるといいですね！ 

今後の予定については、
詳細が判明しましたら適宜お知らせします。 
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８．すみれ夏祭りについて 
 

すみれ夏祭り実行委員長 本吉輝男 
 

コロナの影響により２年間中止をしておりましたすみ

れ夏祭りが、３年ぶりに帰って来ます！テーマは【３年

ぶりだﾖ！ 全員集合】です。 

焼きそばや焼き鳥、カレーやカキ氷、射的など、今年

もいくつものお店が出店します。舞台でのダンスや抽選

会もあり、最後は恒例の花火で締めくくります。今年は

あっと驚くイベントもありますので楽しみにしてくださいね。

まだコロナは完全には終息していませんが、飲食場所の

設定など十分な感染対策を行うことで、参加された皆

さまがすばらしい夏の思い出を作れるよう、計画・実施し

ていきます。 

実行委員全員で心よりお待ちしております！ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

帰ってきたすみれ夏祭りのポスター 

 

９．すみれ情報室（仮称）実施に向けて 
 

広報部会長 西浩司、HP 担当 大野知英 
 

広報部会では、町内会ホームページを活用して、す

みれが丘及びその周辺のさまざまな情報（歴史的な建

造物、自然環境などの見どころや会員の役に立つ活動

団体の紹介など）の提供を実施していきたいと考えて

います。例えば、会長ご挨拶にある第 2 公園の竣工記

念碑、皆様ご存知でしょうか。右上に写真と概要を掲

載しましたが、このような紹介ができればと思っています。 

開設できた際には、ぜひ町内会ホームページをご覧く

ださい。また、本広報紙を活用して、掲載情報の概要

なども適宜お知らせしたいと思っています。 

会員の皆様からもこんな情報はどうかというものがあり

ましたら、ぜひ広報部会にお知らせください。 
 

＜見どころ紹介の例＞ 

写真はすみれが丘

第 2 公園（ぞうさん

公園）にある記念碑

です。 

表面には「竣功記

念碑／事業主・横浜

市北山田第一土地

区画整理組合・事業

代行者 東急不動産株式会社」とあり、裏面には、「本

区画整理事業は組合員をはじめ関係各位の御協力のも

とに昭和 44 年 7 月 15 日設立認可を受け、同年 9 月

4 日起工し約 2 年 8 ヶ月の期間を経て、本日ここに竣工

しました。 また、当地区の町名は組合員の投票により、

すみれが丘と決定し、名実ともに新しい町として発足い

たします。今後は内外のご尽力によって住みよい立派な街

となります事を祈念いたします。 昭和 47 年 4 月吉日」

と記載されています。 

すみれが丘の歴史がわかる貴重な碑となっています。ぜ

ひ一度ご覧ください。 

 
 

10．おくやみ 
 

令和 4年 1月～令和 4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 11 月 故 芦田 昌三様 (17-38) 

2022 年 2 月 故 中島 次四郎様 (41-34) 

2022 年 2 月 故 北村 照喜様 (26-25) 

2022 年 4 月 故 小野寺 正三郎様 (11-9) 

 

 

※ホームページにはすみれ夏祭りな
どの行事関連、町内の動きの最新
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・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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