
 
 
 
 
 

 
 
  

《定期総会を終えて》 
-真に役立つ全員参加の防災訓練- 

 
下作延中央町内会 会長 宇佐美 善愛 

 

 心地良い春は一瞬に通り過ぎ、早くも夏を予感させる季節を迎えております。 

会員の皆様には益々元気にお過ごしの事とお喜び申し上げます。 

 町内会では先に、第 55 回となります総会が開催され、決算や予算また、諸行事等の提案事項

も満場一致の賛成を賜り、ご理解ご協力に深く感謝申し上げます。 

 さて、昨年は東日本大震災に見舞われた直後の総会（3月 27 日）、早くも一年余りの時が過ぎ

ましたが、復興は困難を極めています。その折、当町内会では、予想を超える義援金寄付（約

100 万円）や若手の役員を被災地（気仙沼）への派遣にご理解ご協力を頂き、役員を代表して厚

く御礼申し上げます。今回の大震災ではたくさんの犠牲者がでました。その中で、多くの方々

が語っている事は「日ごろの地域の仲間づくり」即ち、「地域のコミュニティが も大事」だと

言われています。現に、日ごろの活動や訓練がきちんと実施されていた町内会、自治会では 

被災が少なかったと言われています。その様な環境の中、当町内会としましては、今年の総会

で重点活動として、町内会の防災危機管理（真に役立つ防災訓練）を提案しました。従来の防

災訓練を根本的に見直し、真に役立つ訓練を目指し、まさかの時、一人でも多くの方々の生命

や財産を援助し守ることができる、いわば、町内会ぐるみの防災訓練です。総会後に開催され

た組長交流会で一番の関心事は、予想されている関東直下型地震への不安や対応でした。 

 訓練の具体的な対応は以下に考えています。 

 1.副会長を中心とした「真に役立つ防災訓練」をテーマに、検討部会を設置。 

 2.訓練方法や訓練内容について議論し、マニュアルを作成。 

 3.会員と意見交換を行い、会員の意見や参加方法を検討。 

 4.全員参加の防災訓練を 11 月頃に実施。 

総会の後日、会員の方々から素晴らしい協力の連絡を頂き、大変嬉しく思っています。 

 一つには、大型マンションの会員より「町内会に一括加入し、協力します」とのご連絡や「迫

る大震災にどう立ち向かうか」と言った内容の DVD をご提供頂きました。それぞれの方々が、

一生懸命に地域ぐるみで防災の必要性を理解し、協力して下さる事に深い感銘を受けました。 

町内会としましては、この心温まるご理解に応えるべく、真に役立つ防災態勢の構築に取り組

んで参ります。 

 後に、町内会の役割は地域防災だけではなく、学童の防犯パトロールや資源回収、一人暮

らしの高齢者支援、福祉活動をはじめ、ソフトボールやバレーボール、運動会等の諸活動を推

進し、「安全・安心な住みよい町内会」を目指して頑張ります。何卒、町内会の諸活動に深いご

理解を頂き、いま も必要な防災訓練を通じて地域のコミュニティを推進しましょう。
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 意見が飛び交う！！第 55 回定期総会並びに組長交流会 役員一同！ 

3 月 25 日（日）上作延小学校体育館を会場に、役員、組長合わせて 140 名が集まり、午前中

に定期総会、午後からは組長交流会が行われた。

交流会ではごみ置場や防犯灯、放射能対策など安

全、安心な町づくりに直結する問題が提起されま

した。役員と組長さんがスクラムを組み、会員の

皆様の協力を得ながら、もっと住みよい地域にな

るよう改善していきましょう。 

 

                        

 下作延小学校が避難所に！！  下作延小学校避難所運営委員長 宇佐美 善愛 

川崎市でもし直下型の大きな地震が発生した場合は、下作延で

も震度 7の揺れになることが予想されています。自宅が住めなく

なった場合に、第 2次避難先は小学校の体育館などになります。

下作延小学校では他の学校に先駆けて「避難所運営会議」を立ち

上げ、避難所として機能できるよう準備を進めています。5月 27

日(日)に委員を中心に避難所開設訓練を行い、「想定外」という言

葉を少なくするつもりで奮闘します！！ 

 

 福祉部 「公園体操」 部長 中庭 芳子 

 五月晴れが嬉しい季節、日光を浴び介護予防と生活リズムをつくるのに役立つ、公園体操を

約 15 分行っております。運動が苦手な方も無理なく出来ます。ま

た、唾液線マッサージも行っております。唾液は加齢と共に分泌

が減少し始めます。虫歯を防ぎ消化促進、若返りのためにも重要

なので 3分間行っております。「自分の健康は自分で守る」どなた

でも参加できます。皆さまのお越しをお待ちしております。毎週

金曜日午前 9時 30 分～9時 50 分（祝日、第 5週、雨天は中止） 

 

 子ども会 「多摩川クリーン作戦＆バーベキュー大会」 部長 倉田 耕志 

  今年度より育成会長に就任しました倉田です。何分にも初めての事で、堀内前会長のよう

には参りませんが、皆さまのご指導とご協力を仰ぎながら、今年度もさらに充実した活動を行

いたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 さて、6 月 3 日(日）には、多摩川クリーン作戦と、12 時 30 分からは下作延神明神社にてバ

ーベキュー大会を行い、多数の方に参加いただき有難うございました。6月 17 日(日）には、第

2回資源回収を行ないます。併せて宜しくお願い致します。 

 

 青年部 「津田山緑ヶ丘霊園での花見」 部長 佐藤 祐二 

 今年も青年部の年間行事である花見大会を婦人部・体育部と共催で4月8日（日）

に実施しました。今年は例年になく開花が遅れましたが、当日は満開となり、久

しぶりに桜の下で花見を満喫できました。参加者は 70 名。来年も同時期に実施を

予定しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

役員一同 



 婦人部 「日帰り旅行、ボランティア活動」 部長 田上 政子 

 婦人部は行事がめじろ押しです。日帰り旅行、ボランティア活動等これから行なって参りま

す。皆様のご参加をお待ちしております。サークル活動も頑張っております（習字、ストレッ

チ体操、手芸）町内会と子ども会、青年部、寿会の行事等にも協力し取り組んで参ります。 

今後とも婦人部の活動にご協力をお願い致します。 

 寿会 「5月の定例会及び親睦会」 第一寿会 会長 岩崎 輝弥 

 下作延中央町内会第一寿会は、第二寿会と合同で毎月第 2 木曜日に定例会及び誕生日会を開

催しています。定例会では、毎月役員会で承認された「会報(月報)」を発行し、会員全員(現在

の会員数は 97 名)に配布しています。また、誕生会では、季節

の花鉢を誕生月の会員の方々にプレゼントしております。5 月

は「定例会」と 3 大行事のひとつである「親睦会」も行い、お

弁当をいただきながらの懇談会、イベント「花ぶさ会」による

民謡、会員による新舞踊、演歌のカラオケ及び、全員合唱での

コーラス等、親睦も深まり、楽しいひと時を過ごしました。明

日と言う日が来る限り、幸せを信じて、生かされていることに

感謝です。 

 

 「小学校下校時の学童防犯パトロールについて」 

 上作延小学校  宮下 保 

  平成 20 年 10 月より始めた学童防犯パトロールも、5月 11 日(金）で 177 回を

迎えました。新年度に入り、新しい組長さんも 3～4名参加しております。“こんに

ちは！おかえりなさい♪気を付けて！”の声かけに、学童たちも返事を返してくれるようにな

りました。微力ながら、これからもこの学童・防犯パトロールは安全と防犯を目的に続けて参

ります。 

 西梶ヶ谷小学校  古谷 峻太郎 

 西梶ヶ谷小の学童防犯パトロールは、始めてから 7 年が経過しました。始めはぎこちなかっ

たのが 近は生徒も慣れてきて、軽く会釈をして前を通ってくれるようになりました。地域の

方々も“御苦労さま”と声をかけてくれるようになりました。新学期を迎えて、防犯パトロー

ルは 4/13(金)より新体制でスタートしました。新しい組長さ

んと一緒に 4班体制で行なっています。1班（古谷、樋口、武

内、中川さん)、2 班（北村、唯井、土屋さん）、3 班（岡本、

東、石井さん）、4 班（梶ヶ谷ビレジ山下、岡本、田辺さん）

写真に見られるように、西梶ヶ谷小より少し離れていますの

で、田園都市線の梶が谷駅近くから 2～3人に分かれた児童を

見守っています。 

 高津地区健康ソフトボール大会 体育部長 野原 剛 

5 月 13 日（日）快晴、第 46 回高津地区健康まつりソフトボ

ール大会が多摩川の宇奈根多目的グランドで行われました。

男子は残念ながら一回戦で惜敗。女子は昨年準優勝のリベン

ジをはたし、見事優勝しました。町会はじめたくさんの応援

をいただきありがとうございました。体育部では、男女ソフ

トボール部･女子バレーボール部の部員を随時募集していま

す。一緒にいい汗かいて、二次会で盛り上がりましょう。 



 

 公園管理運営協議会「公園美化活動」 総務部長 吉水弘志 

 下作延第 2.3 公園管理運営協議会では、第 2公園と第 3公園を月

2 回、清掃、除草、花壇の手入れ、花の植え替え等、近隣住民の皆

さま方にご協力頂き実施しております。幼児から大人までいつも気

持ち良く遊び、にこやかに話す声が溢れ、コミュニケーションでき

る公園としてご利用頂けるよう、衛生環境の面もより良くなるよう

努めて参ります。 

 

 住民組織功労者表彰おめでとうございます！ 
 
 
 
 
 

 
 新役員の紹介 

次の方々が平成 24 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。 

 

 町内会今後の行事予定 

行事 開催月 場所・内容 

青年部ボウリング大会 6 月 24 日（日） 溝の口・ムサシボウル 

子ども会資源回収  6 月 17 日（日） 下作延第 2公園 

高津区民祭 7 月 29 日（日） 大山街道 

町内会納涼祭 8 月 4 日（土）、5日（日） 下作延第 2公園 

高津地区親子運動会 10 月 21 日（日） 高津高校 

 

民生・福祉活動・同好会案内 

活動項目 開催場所、日時、対象者 費用 連絡先 

囲碁・将棋・麻雀同好会 
中央町内会館・第 4土曜日・13 時～16 時・制限なし 

無料 
持木 志夫 

℡ 866-6136 

にこにこ会 
中央町内会館・第 3金曜日・13 時～15 時・ひとり暮ら

しの高齢者の方 
100 円 

ふれあい会食会 
上作延老人いこいの家・11 時～13 時・70 歳以上のひと

り暮らしの方・5回/年 
200 円 

 

増子 純江 

℡ 877-2484 

公園体操 
上作延老人いこいの家・毎週金曜日・9時 30 分～9時 45

分・制限なし 
無料 

持木 光子 

℡ 866-6136 

すこやか活動 
上作延老人いこいの家・太極拳等の交流会・制限なし 

無料 
宇佐美 善愛 

℡ 888-1447 

 

期間 氏名 

役員継続１５年以上 羽出 正男 様 
同上   ６年 岡本 英男 様 
同上   ６年 髙橋 準三 様 

部署 氏名 部署 氏名 

交通部 副部長 小野 寿 様 第一寿会 会長 岩崎 輝弥 様 

防災部 副部長 佐藤 敏光 様 子ども会 会長 倉田 耕志 様 

体育部 副部長 森口 景子 様 子ども会 副会長 宮下 雅子 様 

青少年指導員 三田 勝 様   


