
 

 

 

 

 

 

〈 第 5 3 回 定 期 総 会 を 終 え て 〉 
 

皆で育む「安全・安心な町づくり」下作延中央町内会 

会長 宇佐美 善愛 

 春爛漫と言った素晴らしい季節も一瞬の間にす

ぎさり、つい先日、梅雨入りが宣言されました。

町内会の皆様には、日頃の諸活動に対しまして、

格別のご理解とご協力を賜り心より厚くお礼申し

上げます。 

さて、先般、平成 22 年の総会が 3月 28 日（日）

に上作延小学校にて開催されました。今年は、総

会の開催方法を変更し、新旧組長さんが一同に総

会に参加して頂き、組長さんの役割や町内会活動

の理解を深めて頂くことにしました。 

上作延小学校の体育館がところ狭しといった感

の 157 名を数える方々の参加を頂き、議案の審議をして頂きました。終了後は、新組長さんを招

いての「組長交流会」が開催され、役員と組長さんが地区毎に分かれ、いろいろな話し合いがな

され有意義な「交流の場」となりました。そして、町内会の目指す「安全・安心な町づくり」を

進めるにあたり、組長さんの深い理解とご協力をお願いすることができました。 

昨年の活動を振り返りながら、今年の重点的な活動の一部についてご紹介いたします。 

町内会活動の基本は、言うまでもなく会員や地域の皆様が安全で安心な生活が出来ることです。

そんな意味では、重点的な活動「町内防犯・防災パトロールや学童防犯パトロール」が功を奏し、

無事故・無災害の一年でありました。この取り組みの中で嬉しかった事の一つに、組長さんや一

般会員が目立って多く参加して頂いたことです。このことは、公園美化活動にも展開され、町内

会ぐるみの活動となり、大きな諸活動の源資となっています。今年も、多くの組長さんや、会員

のご参加・ご協力を仰ぎ、更なる安全な町づくりを目指します。 

一方、今年の 重要課題といたしましては、生活に密着した課題 

1．平成 14 年にスタートしました「住居表示の変更」が、11 月に 6・7丁目の実施をもって終了

します。地区委員の懸命な尽力と、会員のご協力により、長年の課題を解決することとなります。 

2．住居表示の変更の完成に伴い、新住所が確定します。平成 9 年に作成した「町内会会員の名

簿」が古いため、長年に亘り皆様方にご迷惑をお掛けしましたが、これを機に更新に取り組みま

す。この取り組みには、新築やマンションにお住まいの方々の調査を始め、相当なマンパワーと

会員の理解と協力が必要となります。 

3．防災活動として、平成 23 年の 5 月までに、「火災報知器の設置」が義務化されています。こ

れに関して、町内会の防災部が中心に広報や指導を行い、設置促進を図り、火災の予防保全に努

めます。 後に「安全にこれでよし」と言ったことはありません。会員皆様方の益々のご支援・

ご協力をお願いいたします。 
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「囲碁・将棋・麻雀」  同好会担当 持木 志夫 

 地域町内会の皆様との交流の場として、発足以来 48 回の開催を数えます。 

近、囲碁・将棋・麻雀と多くの方が参加されています。頭の体操や、お喋りの場として 適 

です。ご近所の方やお友達もお誘いあわせのうえ、気軽にお立ち寄りください。 

開催日時：毎月第 4土曜日・PM 1：00～4：00 場所：町内会会館※詳しくは、掲示板をご覧ください。 

 

「学童・防犯パトロール」学童・防犯パトロール上作延小学校学区担当 宮下 保 

日頃、パトロールにご協力有り難うございます。

平成 20 年 10 月に、学童の安全だけでなく、安全で

住みよい町づくりを合い言葉に始めたパトロールも、

回を重ね 5 月に 100 回を数えるほどになりました。

上作延小学校学区では、毎週金曜日・PM3：30～4：

30 に実施しております。（時間変更あり）皆様のご協

力で、今まで事故もなく実施して参りました。今後

は、役員・組長さんだけでなく、青年部・婦人部・

子ども会・老人会（寿会）・PTA にお願いして、より

多くの皆様とパトロールが出来たらと思っています。

是非、ご協力お願いいたします。 

 

下作延地区住居表示について   住居表示検討委員 越水 詞郎 

[下作延 6丁目・7 丁目：11 月 22 日（月）新住居表示実施] 

 平瀬地区の未だ新住居表示に移行していない地域の表示が次のようになります。 

・下作延○○○番地○ → 下作延 7丁目○○番○○号 

（スケジュール） 

・6月下旬：実態調査開始※調査員は「川崎市」の腕章を付け、「身分証明書」を携帯しています。  

・10 月下旬：住居番号決定通知書・資料を該当の各戸に配布します。 

・11 月  7 日(日)：地元説明会（下作延小学校）／・11 月 22 日(月)：新住居表示の実施 

 今回の実施で下作延地域の住居表示変更は完了となります。皆様のご協力に感謝致します。 

婦人部「サークル活動へのお誘い」 婦人部長 中庭 芳子 

爽やかな季節となりました。町内会会員の皆々様には、いつもご協力賜り誠に有り難うござい

ます。婦人部部員も五月の風に乗って、ボランティア活動・手芸クラブ・ストレッチ体操・ 

書道教室と、多種にわたり活動いたしております。「それぞれ入部随時可能」です。 

 今回は、書道教室についてご紹介させて頂きます。 

練習課題  

漢字＝楷書、行書／仮名＝ひらかな、古典かな／ 

硬筆＝ペン習字 

稽古日 毎月第 2、4火曜日/時間＝PM6：30～8：00 

場所＝町内会会館 連絡先＝竹田 Tel：877-3156  

  

パトロール隊員 



今時は文字を書かなくとも、パソコンや携帯など便利な機能が沢山ありますが、毛筆で書くこと

により正しい姿勢が身につき、また忘れかけていた文字を見直すことにより、脳の活性化に繋が

るのではとも言われています。 

現在部員は７名ですが、まだ席がございますので、是非見学にお越しください。  

にこにこ会 福祉部   福祉部部長 増子 純江 

5 月 21 日（金）爽やかな五月晴れの天候に恵まれ、待ちにまった東高根森林公園への野外活動 

へ。当日は、町会長のご配慮で、元日本フィルハーモニー楽団団員の伊藤氏がサプライズで参加、

バイオリンの生演奏に合わせての合唱、又、高尚なクラッシック演奏にと、思いがけぬ「屋外コ

ンサート」にうっとり～♪その後お弁当を頂き、青空の下愉しく語らいながらの散策と、身も心

も「充実」を満喫し公園を後にしました。お世話になりました町会役委員の皆様、有り難うござ

いました。なお、１人暮らし 

の高齢者で、にこにこ会に 

参加を希望される方は、 

福祉部までご連絡下さい。 

部長 増子純江 

Tel：877－2484 

各方面から以下の方々が表彰されました。 

・岩田晴雄氏＝高津防犯協会より、防犯功労者賞（現・防犯部副部長） 

・鷹取光雄氏、桃井博氏＝住民組織功労者賞（6年間の活動に対する表彰） 

・平山とも子氏＝神奈川県並びに川崎市よりダブル受賞 

（体育指導員として 10 年以上の活動・功労に対する受賞） 

 

下作延第 2・第 3 公園便り 環境衛生部 杉田勝美 

毎月第 2、第 4（日）AM10：00～11：00・・・皆様のお手伝いをお願いいたします。 

公園の清掃・除草・草刈り・花壇の手入れ・花の植え替えを皆様のご協力によって維持管理して

います。また、公園内整備としましては、第 2公園（時計設置・大滑り台・土砂流出防止・ 

配水管詰まりの処理・花壇の看板取り替え） 第 3公園（フェンス補修工事・塗装・滑り台・ 

ベンチ塗装実施）以上のように公園内の整備を実施し、常に維持管理したいと思います。 

皆様方のご協力を宜しくお願いいたします。 

   

総務からのお知らせ 「新役員の紹介」 

  次の方々が平成22年度の新役員に就任されました。どうぞよろしくお願いいたします。 

◇◇井上 清治氏（環境衛生部 副部長）  ◇中野 光和氏（防災部 副部長） 

◇寺脇 江利子氏（こども会副会長）   ◇矢内 泰子氏（こども会副会長） 

◇三鳥川 幸子氏 （婦人消防隊）    ◇本間 友子氏（婦人消防隊） 

岩田晴雄さん 



寿会(老人会)便り      

第一寿会長 齊藤 諭 ・第二寿会長 藤澤 光子 

新緑まぶしい季節、私たち年よりにとってはこの上ない時期 

です。そのような中で、花見もやり又さる 5月 15 日(土)に 63

名の会員が集まり親睦会が開かれ、理念である「健康」「生き

がい」「地域の皆との交流」を元気に楽しく過ごしました。 

6 月 1 日(火)～6 月 2 日(水)も１泊旅行で房総方面へ 

バス１台 30 名で楽しんできました。これからも、楽しい魅力のある寿会にしようと、役員一同

張り切っているこの頃です。60 歳以上の方ならどなたでも結構です。入会を歓迎しております。   

齊藤 諭 866-5774  藤澤 光子 866-2225 

 

体育部 第４４回健康まつりソフトボール大会 体育部 野原 剛  

5 月９日(日)第４４回健康まつりソフトボール大会が行われました。 

男子は 2回戦で惨敗。昨年優勝の女子は 3位となり、秋の高津区決勝大会では是非リベンジした

いと思います。今年、下作延中央町内会ソフトボール部は町会及び OB、OG の皆さんに支えられ

創部３０周年を迎えることになりました。１１月には記念式典も予定しています。OB,OG の方の

多数の参加をお待ちしています。ソフトボール部では、男女共に随時部員を募集しています。 

一緒にいい汗を流しませんか！ 二次会も楽しいですよ！              

     

 

 

青年部 お花見  青年部 佐藤祐二 

今年も中央青年部、年間行事のスタートである恒例の花見が４月４日（日）行われました。 

今年は例年に比べ花は満開でしたが、気温が低く参加者の人数は昨年の半分でした。 

花見時期の難しさを改めて感じました。今年の青年部は、一部の役員改選がありましたが、年間

行事は例年通りに実施予定です。今後の予定としては、６月２７日（日）にボーリング大会があ

ります。詳細については、町会の回覧板及び掲示板にて募集しますので、多数のご参加をお願い

いたします。青年部員の年齢層も上がってきています。今年は新たに一年掛けて青年部の活動等

を DVD にまとめ、会員募集を図りたいと思っています。  

後に、今年も青年部の活動に町内会会員の皆様の協力を得て、部員一同頑張っていきますの

で宜しくお願い致します。  

  


