
 
 
 
 
 

 
 

《平成 25 年重点活動の展開に当たって》 

☆☆☆ 会員の参画、協力は活動の源泉 ☆☆☆ 

下作延中央町内会 会長 宇佐美 善愛 
 

春爛漫の素晴らしい季節も一瞬の間にすぎ

さり、木の葉も次第に緑の色をまし、初夏を

感じる季節となっています。 

 町内会の皆様には、日ごろの諸活動に対し

まして、格別のご理解とご協力を賜りまして

厚くお礼申し上げます。 

 先の 25 年の総会、組長交流会（3月）では、

150 人を超える参加者をもって盛大に開催す

ることができました。交流会の席では、役員

と組長さんが地区毎に別れて色々な話し合い

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』の源泉となり、組長さんに深い理解

とご協力をお願いすることができました。 

 今年の重点活動の推進に当たりまして、背

景などについてご説明いたします。 

昨年の諸活動の推進に当たりまして、役員

として非常に大きな感銘を受ける事がありま

した。それは、総合防災訓練の折、会員各位

の 400 名を超える参加、協力を頂いたことで

す。役員の反省会で意見交換を交わしました

が、会員の皆様の防災意識の高さに驚くと共

に、役員として一層の責任を感じるものでし

た。 

また、この事は２回に亘る説明会で会員と

のコミュニケーションが図られ、防災対策が

共有できたことです。さて、この経験をもと

に、今年も下記の重点活動の推

進を図る事となりました。 

第一点は、防災危機管理委員

会の設置です。 

 災害時、地域や会員の防災や

救護を援助する事は、町内会の

優先課題とし町内会の果たせる役割と考えま

す。そして、安全を守る防災力に関しては「こ

れで良し」と言ったことは無く、常に防災対

策の向上を図らなくてはなりません。その対

策として、町会長直属の防災危機管理委員会

の設置です。 

第二点は、町内交流会の「日帰りバス旅行」

の計画検討です。 

災害時、最も大切な事は「近所の協力」です。

それは日ごろからの近所づきあい、諸活動へ

の参加や協力にあります。町内会といたしま

しては、この推進力として、気軽に誰でも参

加できるバス旅行を計画提案いたします。 

 最後に、新潟地震や東日本大震災において、日

ごろから防災対策、近所の協力が上手くいってい

る町内会では、被災が非常に少なかったと言われ

ています。この担い手は、役員だけではなく会員

各位の協力があって実現できます。何卒、一人で

も多くの皆様のご理解ご協力を願い、住みよい町

づくりを皆さんで実現しましょう。会員の協力、

参加が無くして「活性化した」町づくりや安全な

町づくり」は不可能です。
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【西梶ヶ谷小学校の学童防犯パトロール】 
 副会長 古谷晙太郎 
 普段は、田園都市線の梶が谷駅近くの旧大

山街道沿いのローソンの前あたりで街頭パト

ロールを行っています。その場所は学校より

1 キロメートル位離れているので、学校から

下校した大勢の学童はその場所に来る頃には、

一人二人とまばらになってしまっています。

その小人数の学童をいつも見守ってパトロー

ルしています。 
 もっと学校に近い場所ではどんな状態で下

校しているのかを調べるべく、今回は臨時に

“高津郵便局の前でパトロールを行いました。 
 低学年の帰ってくる時刻は 2 時～3 時頃で”
写真１”に見られるように歩道一本道に溢れ

んばかりの状態で、下校していました。 
 次に、中・高学年ですが、二人～四人ぐら

いで 3 時～4 時頃に下校します。 
人数が少ないせいもあり、”写真２”に見られ

るように整然と並んで下校していました。 
始めに説明したとおり、ローソン前にくる頃

には一人二人になります。 
夕方の 4 時頃になると人通りが少なくなるの

でパトロールの必要性がよくわかると思いま

す。冬場では暗くなるので特に必要性がある

と思われます。 

 最近では、ローソン前を通る人が「ご苦労

様です」と声をかけてくれるまでになり、中

央町内会のパトロールが地域に広がってゆ

きつつあり、喜ばしい限りです。 
 

【平瀬川に鯉が舞う】プロジェクト 
 青年部 部長 佐藤 祐二 

4月 29日月曜日から 5月 5日のこどもの日

までの一週間平瀬川の不動橋人道橋から正安

橋までの間に約 300 匹の鯉のぼりを泳がせま

した。昨年はロープ１本に長さ約 70cm の黒、

青、赤、緑、4 色の鯉のぼり合計 100 匹泳が

せましたが、今年はロープを 2 本増やし、合

計 3 本に 4 色の鯉のぼりを 200 匹、そのほか

に、100 匹弱、近隣の子どもたちに無地の鯉

のぼりに絵を描いてもらいました。 
きれいな色に塗られた鯉が沢山ありました。

中には「野球で優勝するぞ」や「勉強します」

など願掛けのような鯉もありました。数匹水

彩絵の具で描かれた鯉は、雨風にさらされて、

一週間後、撤去日に真っ白の無地に戻ってい

ました。好評だったので、来年は無地の鯉の

ぼりをもう少し増やそうと検討しています。

来年の 1 月頃に、子ども会の回覧と、町内会

の回覧で描きたい子を募集します。是非参加、

協力お願いします。 
                           

                       

町内交流同好会  担当 持木 志夫 
町内交流同好会も発足して 5 月で 83 回の開催となりました。囲碁・将棋・麻雀と毎回、大勢

の方々が参加され和気あいあいに楽しんでいます。毎月第 4 土曜日の 13 時～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、ご近所の方やお友達もお誘い合わせてお気軽にお立ち寄りください。  

郵便局前：１ ﾛｰｿﾝ前：2 



 体育部 「健康ソフトボール大会」体育部 部長 野原 剛 
5 月 12 日（日）快晴のもと、第 47 回高津地区健康まつり「健康ソフトボール大会」が宇奈根

グランドで開催されました。男子は,昨年度優勝チームと第一回戦にあたり、惜敗しました。 
女子は三連覇を逃し、三位でした。たくさんの応援に感謝いたします。ソフト部は随時部員を

募集しておりますので、是非入部お待ちしています。 
一緒に汗をかいて、おいしいお酒を飲みましょう。 

                           

 民生部 にこにこ会 民生部 増子 純江 

 風薫る 5 月 17 日東高根森林公園へ、恒例の野外活動に

行ってきました。 
 町会長始め役員、婦人部の皆様の応援を頂き、テーブル

イスが増え、新しく整備された新緑の園内で、懐かしい童

謡の合唱、お弁当、散策と、総勢 25 名で賑やかに楽しい

ひとときを過ごし元気をたくさんもらって無事に帰宅。 
 健康で参加できることに感謝し「また、来年も！」と誓

い合いました。 
 

 寿 会    第一寿会 会長 藤沢 光子 
 寿会は毎月第二木曜日、定例会と誕生会を行っています。誕生月の方には、花鉢を差し上げて

おります。毎月平均約 50 名が出席しています。寿会友愛チームは、毎月一回 12 名で 8 名の見守

り活動をしています。 
また、三大行事である 2 月 14 日総会は出席者 64 名、5 月 9 日親睦会は参加者 55 名でした。9 月

12 日には敬老会開催予定です。 
パークゴルフは 4 月、5 月、6 月、9 月、10 月、11 月の年 6 回行っています。平均参加者は 25

名です。6 回の合計スコアーで優勝を争います。1 位～3 位まで賞品も用意しています。 
5 月の親睦会は川崎の歌姫、櫻井純恵さんのコンサート。一緒に歌いました。楽しかったです。 

寿会の旅行は、区老連に便乗して、4 月 24～25 日奥飛騨、新平湯温泉に 22 名参加しました。 
これからの行事で区老連関係は、6 月趣味の作品展、7 月演芸大会、区民祭、9 月スポーツ大会、

旅行、日帰り旅行などあります。 
町内会関連では、8 月納涼祭、11 月交通安全などいろいろなお楽しみがあります。 

寿会は 60 歳から入会できます。大歓迎しますので、よろしくお願いします。 
 
                 連絡先   第一寿会 藤沢 光子 電話 866-2225 
                       第二寿会 岩崎 輝彌 電話 866-2076 

 婦人部  婦人部長 田上 政子 
  5 月 29 日福祉施設「すえなが」に伺い、参加者 8 名でボランティア活動を行いました。 
 今回は従来のベッド周り清掃や窓ふきではなく、庭の雑草取りとなりました。 
 日差しが強い中、午前 10 時から 1 時間作業を行いました。 



 子ども会 子ども会 会長  倉田 耕志 
 6 月 2 日（日曜日）、午前中「多摩川クリーン作戦」に参加し、地元へ帰ってきて神明神社境

内でバーベキュー大会を行いました。天候が危ぶまれる中、好天に恵まれました。 
バーベキューは 100 名以上と大勢の方々に参加いただきました。クリーン作戦は中央子ども会の

参加者は 15 名でした。参加の子どもの殆どが六年生の女子と、来年が少し心配です。 
 さて、子ども会は、6 月の「クリーン作戦」「バーベキュー大会」を皮切りに、「第二回資源回収」、

（納涼祭に向けての）「太鼓の練習」、「市政記念日バス旅行」と行事が目白押しです。 
今後ともよろしくお願いいたします。                    

 町内会役員の仕事紹介「青少年指導員」 三田 勝 

 青少年指導員は、地域社会で青少年の健全な育成活動を積極的に推進するために、町内会等の

自治組織、PTA 等の青少年関係団体、スポーツ推進委員等と連携をとりながら、地域において青

少年を育成するための推進役を担っております。 
 主な活動としては、 
① 青少年団体の指導育成と組織化 
② 地域パトロール活動・健全化活動（月に数回、主に駅・繁華街などの夜間パトロール） 
③ 文化・レクリエーション活動の推進（日帰り旅行、いもほり大会等） 
④ 青少年に関する相談、などを行っております。 

現在、中央町内会には 2 名の青少年指導員がおります。 
                        
 役員変更のお知らせ 

この度役員の一部に交代と異動がありましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区/部署  新役員 旧役員 

副会長（正安北地区） 桃井 博 佐藤 三尚（退任） 

総務部 副部長 高井 与志和 中野 嗣治（退任） 

文化部 部長 鷹取 光男 杉田 勝美（退任） 

文化部 副部長 井口 直己 巻山 昭生（退任） 

環境衛生部 部長 今野 義晴 吉水 弘志 

交通安全母の会 三ツ橋 澄江  

防犯部 部長 千村 均 弦巻 修（退任） 

防犯部 副部長 西岡 剛 岩田 晴雄（退任） 

防犯部 副部長 渡辺 義晴  

福祉部 副部長 山澤 みよ子 貴船 公代（退任） 

福祉部 副部長  小林 宏子（退任） 

寿会（第一寿会）会長 藤澤 光子 岩崎 輝弥 

寿会（第二寿会）会長 岩崎 輝弥 藤澤 光子 

青年部 総務部長 服部 節夫 本間 敏彦（退任） 

町内会ホームページ

新役員の方、宜しくお願い致します。旧役員の方にはこ

れからも町内会活動にご協力をお願いいたします。 


