
 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆安全で安心して暮らせる町づくり☆☆☆ 
下作延中央町内会 会長 髙橋 準三 

  下作延にも金木犀の甘い香りが漂う季節となりました。 

会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて当町内会の行事も夏の祭典「納涼祭」から秋冬の活発な活動時期へと

移ってまいります。秋の主な行事の初めは 10 月 15 日（日）、高津中学校を

会場に「高津地区親子運動会」が開催されます。現在、種目別に練習を重ね

ています。当日の応援は大歓迎です。その後 10 月 22 日の川崎市長選挙を経て 10 月 27

日（金）に川崎国際生田緑地ゴルフ場を会場に町内交流ゴルフ同好会を開催します。 

それに続く 10 月 29 日（日）は当町内会の最重要活動としている「町内総合防災訓練」

です。「無事ですタオル」を訓練日の朝から昼まで自宅に掲げていただき、地区別の避難所

から下作延第２公園（本部避難所）へ集団避難していただきます。訓練を重ねることでいざ

という時に為すべきことが体得できます。一人でも多くの方が参加されますようお願い申し

上げます。そして 11 月 4 日（土）は町内交流日帰りバス旅行です。今年は山梨方面で秋の

味覚と視覚を満喫しながらお友達を増やしていただきます。師走には 3 日（日）に子ども

会主催で餅つき大会を催し、年末は歳末夜警を 26、27 日の両日に行います。会員の皆様、

ご近所の方をお誘い合わせてどうぞご参加ください。 

  

 子ども会サマーキャンプ報告  子ども会 会長 倉田 耕司 

8 月 19 日の土曜日、毎年恒例の下作延連合子ども

会主催のサマーキャンプが下作延小学校にて 1 泊 2

日で行われました。 

緊急時の避難活動も視野にいれたこのキャンプは、

本来であれば校庭にテントを張り、一夜を過ごすので

すが、生憎の天候のため体育館にて一夜を過ごしまし

た。よくテレビで目にする災害避難された方と同じよ

うに狭い空間で雑魚寝をする体験となり皆、普段体験

出来ない事が出き、何かひとつ学んでくれたのではな

いでしょうか。 

下作延連合子ども会の行事は、各町内会の子ども会に入会してから参加できます。 

（年会費 1,000 円 随時会員を募集しております。） 
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 祝百寿《吉野きよ様》              町内会長 髙橋 準三 

福祉部長 中庭 芳子 

町内の梶ヶ谷ビレジにお住まいの吉

野きよ様が今年、満１００歳の誕生日

を迎えられました。 

きよさんは、大正 6 年 8 月 27 日、

能登でお生まれになり、豊かな自然の

中で毎日新鮮な魚介類をたくさん食べ

て育ちました。 

２２歳で東京へ住まいを移され、そ

の後結婚されましたが６０歳の時ご主

人を亡くし８５歳まで一人暮らしをし

ておりました。体を動かすことがお好きなきよさんは、ゲートボールを覚えすぐに指導者を

するまでに上達され、県外へも数多く出張試合に出かけられたそうです。 

現在は週２回のデイサービスで塗り絵を楽しまれていますし、カラオケでは上を向いて歩こ

うが十八番だそうです。 

 ３食をきちんと召し上がり、睡眠時間は１０時間、肌の艶などは６０歳を思わせるようで

す。今後ますますご健勝で長寿記録を更新していただきたいと存じます。 

 

 下作延中央第一、第二寿会「定例会」報告  第一寿会 会長 小林 雅子 

下作延中央寿会は、上作延いこいの家で毎月第２木曜日に定例会を開催し、毎回 45 人前

後の方が参加しております。定例会では「報告と連絡事項をのせた会報」を全員に配布し、

誕生月の方へは花鉢をプレゼントしております（昨年は「和紙で作った本」を一緒にお届け

しました。欠席した方にもお届けしております）。イベントが終わった後は、参加者全員が

参加する（個人、班ごとに）カラオ

ケを楽しんでおります。誕生月の方

は花鉢をかこんで記念写真も撮り 

お渡ししています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ローズカップバレー報告      体育部 榎本 澄江 

平成 29 年 7 月 2 日（日）高津スポーツセンター

に於いて、選手、応援の皆様を含め総勢 53 名参加で

ローズカップバレー大会に出場致しました。 

今年は選手が増え、２チームの参加となりました。

Ａチームは第 1 試合、今年優勝の北見方町会と当たり

惜敗。Ｂチームは第 1 試合、下作延第二町会に２対０

と勝ち上がり、第２試合、下作延第一町内会に２対１

で勝ち、４位となりました。11 月 5日の高津区大会

の参加資格を得ました。たくさんの応援ありがとうございました。 

 

 2017 年（平成 29 年）の納涼祭             文化部 部長 鷹取 光男 

 私が文化部長を仰せつかって 5 年、今年で 5 回目

の納涼祭でした。7 月 29 日土曜日 櫓組立の時点で

台風が石垣島にあり、その行方が大変心配な時期でし

たが、30 日の日曜日の準備前には昨夜に降っていた

雨も上がり、8 時からのヤグラ立て 2 日目が無事に

できました。 

 その後、納涼祭 2 日間共に無事執り行うことがで

き、翌日のごみの分別から配線撤去、櫓解体、用具の

搬出と無事にできました。大勢の方の応援、ご協力、

そして近隣の方のご理解と、ご協力により今年も無事

に、特に第 2 公園が狭く感じるくらい大盛況の内無

事に終了する事ができました。 

多くの方に助けて頂き、有り難うございました。 

 また今年も、昨年と同様に、多くの反省点も出まし

た。 

特に太鼓の練習では、体育館の近隣の方より音量の問

題で苦情があり、練習方法も変えながらの準備でした

が、子ども会とご父兄の方のご理解と協力により何と

か来年の練習方法を見据えて練習ができました。 

 太鼓を練習する子供たちも年々増えております、こ

の子供たちのために、青年部同様「故里作り」を町会がお手伝いできればと思っております。 

 最後に、皆様のご理解とご協力で納涼祭が無事に終えることができました。 

心より感射いたしております。熱い中での応援有難うございました。 

 

鷹取文化部 部長 

太鼓の練習 



 下作延神明神社、社改修工事完了報告   氏子会 会長  宇佐美 善愛 

 一昨年の台風により、屋根や天井に甚大な被

害を受けた神明神社ですが、6 月をもって無事、

エ事が完了いたしました。 

 修復には会員はもとより、地域の崇敬者など

のご協力によりまして完成いたしました事、厚

＜御礼申し上げます。 

 この 6 月末日には、正遷座祭並びに奉祝祭が

厳粛に執り行われましたが、輝かしく美しくな

った神社に是非お越し＜ださいます様お願い申

し上げます。 

 交通安全教室 「腰永 小百合さんの魅力」 交通部 部長 柏木 嘉夫 

学校の夏休み 7 月 26 日（火）、上作延老人い

こいの家を会場に「交通安全教室」が老若男女

合計 70 名参加のもと開催されました。写真に

登場しているのは神奈川県警の誇るマスコット

ガール「こしながさゆり」さんです。見た目は不

気味ですけど婦警さんとのかけあい漫才とても

可笑しくて、笑いながら交通安全のポイントを

教えていただけるという、今までに無いとても

面白い交通安全教室でした。 

 今後の予定 

 

 

開催日 行事内容 場所 

10 月中旬 歳末助け合い募金 ご自宅へ募金箱を持った班長がうかがいます。 

10 月 27 日（日） 町内交流ゴルフ大会 川崎国際生田緑地ゴルフ場 

10 月 29 日（日） 町内会総合防災訓練 町内地区避難所～下作延第 2 公園 

11 月 3 日（金） 連合青年会主催パークボール たまがわ宇奈根パークボールコース 

11 月 4 日（土） 町内会日帰りバス旅行 昇仙峡方面 

11 月 5 日（日） 高津区バレーボール大会 高津スポーツセンター 

11 月 11 日（土） 高津地区防災訓練 久本小学校 

11 月 12 日（日） 下作延連合町内会美化活動 中央公園（246 下）～町内 

11 月 19 日（日） 資源回収（子ども会主催） 町内および下作延第 2 公園 

12 月 3 日（日） もちつき大会（子ども会主催） 下作延第 2 公園 

12月26日/27日 歳末夜警 下作延第 2 公園～町内各地区巡回 

下作延神明神社 

交通安全教室 


