
 
 
 
 
 

 
 

  《町内会総合防災訓練に学ぶ》 
-会員の参画、協力は無限の財産- 

 
下作延中央町内会 会長 宇佐美 善愛 

 

新年明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。平素は、町内会の諸行事に格別なる

ご支援、ご協力を賜りまして心から感謝申し 

上げます。新年のスタートに当りまして、町

内会役員を代表いたしましてご挨拶を述べさ 

せて頂きます。 

 昨年は、長いトンネルから抜け出せない日

本の政治や経済、活力の無い日本であったか 

の様に思います。一方では、余震が頻発し、

3.11 の震災から心やすまる事無く不安に曝 

されて来ました。そのような環境の中、当町

内会では総会で承認されました「町内会総合 

防災訓練」を重点活動として取組んできまし

た。 3.11 を教訓にまさかの時「真に役立つ 

防災訓練」を理念とし、従来の訓練には無い

大規模な訓練となりました。 

 実施に当たりましては、非常に苦労した事

として『防災名簿』の作成でした。寝たきり 

や一人暮らしの方々、要援護者の登録では個

人情報の部分で、名簿の必要性の広報や組長

説明会を重ねて開催する事により、90％を超

える方々の登録を得る事ができました。また、

組長説明会では、会館に入りきれない程多く

の皆様が参加され、二度に分けて開催するも

溢れる状況でした。この事は、皆さんが非常

に防災に対する必要性を認識するもので、役

員一同、責任を自覚するものでした。訓練当

日は会員の参加率が心配でしたが、第 2 公園

の本部避難所には 400 人を越える参加者で公

園から溢れんばかりでした。訓練を終えて、

会員からも「大変有意義な訓練

を開催して頂き有難う」と言っ

た大変嬉しい言葉を頂き、役員

一同、頑張った甲斐があったと

お互い感謝しあっていました。 

 今回の訓練をふり返り思うこ

とは、非常に大きな勉強をさせて頂いたと思

います。町内会が一つの大きなテーマや課題

に対して取組む事は、町内会の組織力の向上

や会員相互の理解、協力といった計り知れな

い部分が促進され大きな財産が構築できた事

を嬉しく思います。 

 さて私は、新年のスタートに当りまして町

内会の役割や必要性を強く自覚するものです。 

 町内会は地域の活性化や安全で住みやすい

町づくりを限りなく目指すもので、安全や防 

災対策に「これでよし！」と言ったことは有

りません。私は、昨年の訓練で得た知識や教 

訓を活かし「防災危機管理部」の構築を今年

の重点課題とし、更なる安全な町づくりを推 

進します。防災体制の整備には多＜の予算が

必要となりますが、会員の一人でも多くの

方々が救われる体制を整える事が町内会の責

務と考えます。そして、この推進役は、役員

だけでなく会員各位の協力と参画無しには叶

いません。 

 最後に、今年も多くの事業が計画されてい

ますが、諸活動に対して絶大なるご理解とご 

協力を頂き、皆さんと共に住みやすい町づく

りを目指しましょう。本年も宜しくお願い申 

し上げます。 
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◆ 下作延中央町内会「総合防災訓練に 400 名」 副会長 宮下 保 

 平成 24 年 11 月 25 日（日）午前 9 時 00 分 首都圏直下型大地震発生想定 
 下作延中央町内会では、明るく安全な住みやすい町づくりを

目標に、平成 24 年度の重点活動である総合防災訓練の実施に向

けて、4 月より実行委員会を中心に検討を重ねてきました。 
 各地域避難所（7 か所）の設定・本部避難所対応、防災名簿の

作成、組長説明会、全体説明、会員証の発行等、役員はもとよ

り組長さん、会員の皆様の絶大なる協力を得て、当日を迎えま

した。 
 当日は晴天に恵まれ、各地域避難所に避難した参加者は、11
時に本部へ移動し、消防署・赤十字の協力を得て応急救護・AED
訓練や食料給水訓練等各班に分かれて訓練を実施しました。今

回の防災訓練には、400 名もの多くの人が参加しました。参加

者は、誰もが真剣な顔･･･有意義な一日でした。これも一重に、

会員・組長・役員の皆様の日常の町内会活動へのご理解とご協

力のお陰と思います。 この防災訓練を出発点として、今年も町内会として、検討していき

たいと思います。 

 

◆ 体育部       副部長 榎本 澄子 

 春の健康まつりソフトボール大会は、ロートル中心の女子チ

ームですが優勝できました。また、バレーボール大会は、秋の

橘地区との大会にも参加できましたが惨敗でした。どちらも楽

しくをモットーにしていますので是非参加して下さい。親子運

動会は、徒競争・むかで競争・綱引き等がんばりました。綱引

きは久しぶりにブロック優勝でき良かったです。 

◆ 赤い羽根共同募金   民生委員  増子 純江 

毎年 10 月 1 日から実施されています「赤い羽根共同募金」に際しましては

町内会の皆様の温かい善意に心から感謝致します。昨年は（赤い羽根共同募金

¥340,574 円、年末たすけあい募金¥200,000 円）、皆様の大切な浄財を寄付させて頂きま

した。昭和 22 年〝国民たすけあい運動“として始まった共同募金運動は、今年で 66 回目

を迎えます。『住み慣れた街で誰もが安心して暮らすこと』を目指した高津区の地域づくり

を支えています。「自分だけの幸福もなければ、他人だけの不幸もない、人を幸福にした分自分も幸福になる」先哲のことば 

本部へ移動する大塚北の方々 

防火水槽確認々 アルファー米の炊出し配給 消火訓練 

見廻り報告 

親子運動会 



◆ 餅つき大会 こども会   会長 倉田 耕志 

昨年 12 月 2 日(日)10 時から、神明神社にて恒例の餅つき大会を

開催いたしました。今回はソフトボール部の皆さんにもお手伝い

頂き、総勢 170 名の参加でお餅が無くなるのではないかとヒヤヒ

ヤしましたが、何とか餅こたえられました。天候に左右されます

ので配分が難しいと感じました。今年の年末も盛大に開催いたし

ますのでご期待して下さい。最後に青年部、婦人部、その他ご協

力下さいました。皆様有難うございました。 

◆ 交通安全教室 交通部   部長 岡本 英男 

毎年町会の年中行事なっております交通安全教室を、いこいの

家で寿会の例会後に引続き行いました。高津警察交通課 2 名、区

役所交通課、町会役員、交通安全母の会等、総勢 57 名出席頂きま

した。最近の区内の事故件数の報告、自転車による事故、お年寄

りの事故が特に下作延が一番多いそうです、外に出歩く時は危険

がいっぱいです。充分注意しましょう。 

 

◆ 防犯部 平成 24 年度歳末夜警と防犯灯 LED 化  部長 弦巻 修 

夜警本部の設営は、下作延第 2公園内に、12月 26 日の午後 1時より行い、

会場への集合時間は午後 8 時、パトロール開始は 8 時 30 分と例年どおりと

しました。1日目（12／26）は 42 名の参加のもと、高津消防署・梶ヶ谷出張所の所長・所

員 2名の協力を得て行われました。町内会７地区を６班編成で、参加者の所属地区を中心

に、午後 8時半より約１時間にわたり、暗くて危険な箇所や防犯灯の故障の点検等、巡回・

パトロールを行いました。パトロール終了後、夜警本部において、温かな豚汁と飲物を頂

き散会しました。2日目（27 日）は 40 名の参加のもとに、1 日目と同様に各地区を巡回・

パトロールを行いました。パトロール終了後、豚汁と飲物でお互い 2日間の労をねぎらっ

た後、夜警本部の撤収を行い散会しました。今年は例年になく寒さが厳しい日々でしたが、

参加者の皆様、本当にお疲れ様でした。また、歳末夜警のみならず、月例（5月、7月、9

月）のパトロールを行っており、明るく、安全で安心な町づくりに努めております。皆様

の更なるご協力をお願い申し上げます。なお、皆様に心身共に温まる豚汁と飲物等を提供

頂いた、婦人部を中心とした女性陣並びに各部のご協力に心より感謝申し上げます。また、

ご芳志を頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 歳の今村 栄さん 



 

 防犯灯の LED 化 

下作延中央町内会の地域内においては、270 箇所余りに防犯灯が設置されており、夜間通行

の安全確保をしております。現行の防犯灯は 20W の蛍光灯で、これらの維持管理を町内会で行

っています。平成 23 年は 6 灯、平成 24 年には 15 灯の LED（17W)灯に交換し、明るさや省エ

ネ、維持管理面での手間やコストの負担軽減を図ってきました。今後も更に LED 化を推進し、

明るく、安全で安心な住みやすい町づくりを目指していきたいと思っています。なお、暗いと

思われる場所など、お気づきの点があれば下作延中央町内会・防犯部までお知らせください。 

 

◆ 交流同好会    持木 志夫 

町内交流同好会も発足して 12 月で 78 回の開催となりました。囲碁・将棋・

麻雀毎回、大勢の方々が参加され和気あいあいに楽しんでいます。毎週第 4 土

曜日の 13 時から 16 時まで、町内会館で開催しています。詳しくは、町内の掲

示板に掲示しています。頭の体操やおしゃべりの場として最適です。どうぞ、

ご近所の方々やお友達もお誘い合せてお気軽にお越しください。 

 

◆ 青年部   部長 佐藤 祐二  

青年部では毎年秋に日帰り、半日程度歩いて楽しめる近場のハイキングを企画しています。 

今回は、11月4日日曜日に用賀駅から多摩川めざして歩いてきました。 

参加者は15名。青年部、婦人部、寿会、町内会から参加がありました。 

用賀駅から石畳の遊歩道を砧公園へ、砧公園内を散策し、多摩川へ向かいます。途中、岡本公

園で一休みしました。文化財の古民家を見学し、たまたま菊の展示の時期でしたので、見るこ

とができました。 

工程約3時間で多摩川へ到着しました。二子多摩川駅近くの兵庫島公園でお弁当をたべて、

解散しました。 

今回はいろいろな行事が重なり、参加者が少なかったようですが、また、次回には大勢の参

加をお待ちしています。今後の青年部の行事は、4月上旬に花見。そして、5月連休中に町内会

館近くの平瀬川で鯉のぼりを100匹泳がせる予定があります。ぜひ、見に来てください。 

                                           

 

 
 こども会･･･どんと焼き、餅つき、こども神輿等 
 青年部･･･お花見、ボーリング、納涼祭、ハイキング等 
 婦人部･･･お花見、旅行、納涼祭等  
 寿会･･･パークボール、健康ウォーク、旅行等  

               各地区担当役員まで連絡ください。 
      

町内会では下部組織の活動を推進するに当り 
広く会員を募集しています。 


