
 
 
 
 
 
 

＜住居表示変更の実施と安全で安心な町づくり＞ 
 

皆で育む「安全・安心な町づくり」 

 
下作延中央町会長 宇佐美 善愛 

 町内会の皆様、新年あけましておめでとう御座います。 

会員の皆様におかれましては、清々しいお正月を迎えられたことと心よりお喜び申し上げ

ます。また昨年は、町内会の諸活動に対し、深いご理解と格別なるご厚情を賜りまして心

から感謝申し上げます。 

 さて、新年度のスタートに当たり、町内会役員を代表いたしまして、新年のご挨拶を述

べさせていただきます。昨年は、平成 14 年以来取り組んでまいりました下作延地区の「住居表示の変更」

が無事施行されました。永年に亘り検討され実施の運びとなった住居表示、住みよい町づくりの大きな１

ページとなりました。今までは、地番で住所が決められ、住所が飛んでしまい、まさかの時や、一秒を必

要とする時など、対応が遅れてしまう場合が発生しました。住居表示の変更によりこれ等の問題も改善し

ました。町内会と致しましてはこれを機に、以下の事業を重点活動（一部昨年より継続）として推進し更

なる住みよい町づくりを目指したいと思います。 

第一点は「町内会加入者名簿表」の更新を実施します。現在使用されています会員名簿は、

平成 9 年に作成され 13 年余りの歳月を数え、不都合な部分が発生しご迷惑を掛けておりま

す。判りやすい便利な名簿を作成し、総会以降には会員各位のお手元に配布できますよう取

り組んでおります。今からでも冊子への会員登録が間に合いますので、加入を希望される方

は、地区役員にご相談ください。 

第二点は、各家庭への火災報知機の設置促進です。火災報知器の設置は今年 5 月をタイムリミットとし

て、設置が義務化されております。現在、町内会の防犯部が中心となり、購入から設置まで

の調査推進を図っております。まさかの時、自分の身を守る安全対策として、早々に取り付

けの実施をお願いいたします。ご相談は、防犯部の役員にご連絡下さい。 

 第三点は、民生・福祉活動の整備と充実です。高齢化は一層そのスピードを上げています。そして、高

齢者や１人暮らしの方々の生活援助活動は益々重要性を増しております。しかしながら、その活動は多様

で限界を極める状態となっております。昨年は 3 年に一回の改選期、民生委員選出には非常に苦労いたし

ました。当町会では委員の方々の負担を軽減するため、民生と福祉活動を別の組織として立ち上げ、事業

の整備、推進を図ります。 

 町内会活動の根幹は、言うまでもなく皆様が安全で安心して暮らせる町づくりにあります。そして、そ

の活動には「これでよし」はありません。 も大切な事は、地域の皆様が町内会の諸活動に積極的に参加

していただき、コミュニケーションのとれた町づくりが必要な事と思います。 

後になりますが、今年も 3月 27 日（日）に総会が開催されます。総会では、遠慮のない意見交換を行

い、住みよい町づくりを一歩でも前進させましょう。 

 役員一同、諸活動に精進し頑張りますので、皆様のご協力をお願い申上げます。 

会員各位の皆様には益々のご健勝であり、平安な年でありますことを祈願致しまして、新年のご挨拶とさ

せていただきます。 
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《新民生委員のご紹介》 

 3 年に一度の委員改選が昨年 12 月 1 日をも

って実施されました。当町内会には 6 人の委員

が委任されています。改選に当たりましては、

大変な苦労がありましたが、世話人会の皆様や

新役員のご理解とご協力によりまして、右記委

員の方が国より委任されましたのでご紹介致

します。 

高齢者や身体障害者の一人暮らし、子育てに

関する保護者の相談窓口として、気軽にご相談ください。 

《廃棄物減量指導委員会の報告》 

 平成 20 年から「地球環境にやさしい循環型の町づくり」を目指して、ゴミの減量、分別

収集の拡大を進める廃棄物収集方法の変更が今年 3月 1日より施行されます。 

今回実施されるのは、ミックスペーパーの分別回収です。詳細につきましては、全世帯にガイドブック

の配布や回覧でお知らせしますが、従来可燃ゴミとして処理されていた菓子箱等を「ミックスペーパー、

雑紙」として分別し、トイレットペーパーに再生するものです。 

《ミックスペーパーの例示⇒ティッシュ箱、封筒、紙袋、包装紙、菓子箱等》 

《同好会「町内会交流同好会」》 持木 志夫  

 毎月第 4 土曜日の午後 1 時から 4 時まで、囲碁・将棋・麻雀の同好会を、町

内会会館にて開催してまいりました。（昨年 1 年間の参加者は延べ 190 名・平

均 16 名） 
 本年も頭の体操やおしゃべりの場として継続してまいります。初心者の方も

大歓迎です。どうぞ、ご近所の方やお友達もお誘い合わせの上、お気軽にご参

加下さい。 尚、開催につきましては、「日時」を掲示板に掲載しますので、 
ご確認の上ご参加下さいますよう、お待ちしています  

《下作延小学校学童防犯パトロール・歳末夜警》 部長：弦巻 修 

毎週水曜日午後、平瀬川とバス通りが交差する上之橋で学童防犯パトロールを

行っています。平成 19 年に始まったこの活動は、満 3 年が過ぎ 4 年目に入ってお

ります。参加者は地区の組長さんを始め地区役員を中心に行っており、頭の下が

る思いです。無理のない活動を継続していただき、新たにご参加下さる方をお待

ちしています。月１回でも半年に 1 回でも良いので、是非ご参加ください。今後

は、児童の遊ぶ公園を外部から見通しが利くようにし、通学路は、どこからでも

見通しが利くようにすると共に、犯罪の起きない環境を作ることを目標に進めて

いきたいと思います。また、年末恒例の歳末夜警を昨年 12 月 26、27 日の二日間、

高津消防署より 2名、高津区防犯指導委員会より 4名の方を含め、延べ 98 名の参

加者で午後 8 時 30 分から一時間、拍子木を叩きながら 5 班に別れ

町内を防火、防犯を目的に巡回パトロールをいたしました。終了後

は婦人部の方に作って頂いた豚汁を頂き冷めた身体を温めました。

ご協力して頂きました皆様に感謝申し上げます。 

お問い合わせ先 副会長 渡辺 833-1904、副会長 佐藤 865-0673 

地区 氏名 選任 

第 1地区 増子 純江氏 留任 

第 2地区 牧野 泰子氏 留任 
第 3地区 氣田 勝美氏 新任（前任：角田 久伸氏）

第 4地区 今村 恵子氏 留任 
第 5地区 高橋 久身子氏 留任 
第 6地区 門司 邦彦氏 留任 



《下作延地区新住居表示移行完了》 住居表示検討委員：越水 詞郎 

平成 22 年 11 月 22 日（月）に 6 丁目・7 丁目の新住居表示が実施され、下作延地区新住居表示移行が全

て完了致しました。今回の住居表示検討は平成 14 年に開始されましたので８年掛かったことになります。

しかし実はそれ以前にも検討された経緯があり、大凡 20 年来の懸案事項でし

た。地域の皆様のご理解とご協力により、長年の懸案事項が解消されたこと

になります。 
改めて皆様のご協力に感謝致します。 

《婦人部》 婦人部長：中庭 芳子 

新年あけましておめでとうございます。昨年は、婦人部の活動

に色々とご協力頂き有り難うございました。今年も、手芸・習

字・ストレッチ体操・パークボール・日帰り旅行（昨年は、草

津温泉へ一泊して参りました）等、盛んに取り組んで参ります。

今年は、うさぎ年です。婦人部も楽しく飛び跳ねて活動したい

と思います。どうぞ宜しくお願いいたします。  

 

 

《環境衛生部活動報告》 環境衛生部：杉田 勝美  

昨年も皆様のご協力により、公園ベンチ整備、塗

装、花壇改善、造成工事等も完成し、7 月と 12 月に

は花の植え替えをして維持管理に努めてまいりまし

た。昨年 10 月 24 日には「下作延第 2．3公園管理運営協議会・総会」

を 47 名参加で開催し、今後の活動方法等について話し合いました。 

本年度から組織の編成を新たにした活動になりますので、これを機

に今まで以上に皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

《福祉部（にこにこ会）》 部長：増子 純江 

 昨年 12 月 17 日恒例行事の「にこにこクリスマス会」を開催いたしました。

開催前日の夜、民生委員 6 名で対象者の喜ぶお顔を思い浮かべながらツリー

等の飾付を終え当日を迎えました。晴天の中、対象者スタッフ合わせて 34 名の参加で超満員！クリスマス

ソングを聞きながらお昼を食

べ、バイオリンの生演奏にあわ

せて歌を唄い、ビンゴゲームで

全員にプレゼントを！当日取

材に来た神奈川新聞の記者の

方が「高齢者のこんな素晴らし

い笑顔は中々見られません」

と！ご協力頂いた皆様に感謝

です。  

高津区 
下作延 
7 丁目 

X－Y 



《寿会（老人会）》 部長：斉藤 諭 

ｚ寿会は「魅力のある楽しい会」を理念として、会を充実させるいろいろな行事を昨年１年間

行ってきました。毎月第３土曜日の定例会は平均 50 名が集い、毎月 

1 回の友愛活動（12 名で 13 名の見守り活動）、2 月は総会 72 名、 

3 月には花見の会 35 名、5月は親睦会 60 名、6 月は親睦旅行 30 名

（房総）、8月町内会納涼祭は 2 日間で延べ 90 名、6月、9月、10 月、

11 月のパークボールは平均 22 名、10 月多摩川の清掃活動 15 名等の

行事を実施し、会員の融和をはかり活動してきました。入会は 60 歳

以上の方で、どなたでも大歓迎しますので宜しくお願い致します。 

＊第１寿会 齊藤 論 866-5774 / ＊第 2寿会 藤澤 光子 866－2225 

《交通安全教室》 部長：岡本英男 

交通部、交通安全母の会合同による恒例行事として、

毎年 11 月に交通安全教室を実施しています。昨年は 11 月 20 日、

午後 1時 30 分からいこいの家で寿会の会合の後に高津警察署、県

警、高津区地域振興課の方々から 近の交通事故数・お年寄りの

事故多発・自転車運転マナーの悪さ等、スライドを見ながら事故

の原因まで、きめ細かく説明していただきました。一歩町に出れ

ば、どこでも事故が起こるとの認識を新たに致しました。 

《親子運動会》 体育部部長：野原 剛 

一昨年は新型インフルエンザ

のため中止になり残念でしたが、

昨年は第 45 回大会が盛大に行わ

れました。我が町会は全種目に参

加し健闘しました。特にリレー女

子は第 3 位になり、子ども達も練

習のかいがあり、メダルを胸に嬉

しそうでした。参加人数は、高津

区一番で活性化された町づくりが進められています。（130 名参加） 

《ソフトボール 30 周年記念式典》 体育部：野原 剛 

高津親睦ソフトボールに所属している下作延中央町内会チームは、創部 30 周年を迎え、式典を盛大に催

しました。何十年ぶりに再会した OB、OG も懐かしく歓談し、楽しい会になりました。若手も頑張って準備

し、一心同体になりました。これからも、親睦をはかりながらチームが強くなり、また長く続きますよう

皆様のご協力をお願いいたします。 

平成 22年度交通安全功労者表彰受賞 受賞おめでとうございます。 

猪岡カツ子様が 10 月 5 日、内閣府交通対策本部長 岡崎トミ子特命大臣より地域社

会における交通安全の確保及び思想の普及に対して顕著な功績があったことが認めら

れました。11 月 22 日には KSP にて川崎市長、高津区長をはじめ、地元の交通関連団

体の方々が集まり、盛大に祝賀会が開催されました。   


