
 

 

 

 

 

 

《笑顔の溢れる町づくりを目指し》 

＊＊会員の諸活動、同好会活動への参加を通じて＊＊ 

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。また、

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、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。 

 昨年を振り返ってみますと、地震や津波災害

等が地球規模で発生し、日常生活の中に「災害

と対策」といった事が欠かせなくなっています。

一昨年、昨年の町内会防災訓練をみても 400 人

近い方々が参加され、まさかの時に備えていま

す。 

 私は昨年末、社会人になる前の 20 年近くを

過ごした山梨に行く用事があり、地元の方々と

話す機会がありました。その折、改めて田舎の

方々の魅力にふれました。町（昔は村）に生活

する方々の家族や構成、名前まで知り尽くし仲

間の笑顔は尽きる事がありませんでした。私よ

り 10 年も先輩の方々や昔よく遊んだ仲間とふ

と昔話に輪が広がる。私はその時感じた事は、

この様な年や性別をこえ、何でも語れる環境を

不思議にさえ思い、そして、この輪、環境こそ

が、災害時の助け合い、住みよい町づくりの大

きな源泉となることを･･･。 

 さて、町内会の活動の活性化を考えた場合

「楽しい仲間づくり近所づきあい」の大切さを

改めて考えさせられ、私は、以下の様な取組み

を進めて行きたいと考えます。 

第一点は、町内会「ふれあい日帰りバス旅行」

の実施です。 

会員と役員のふれあいを目指し、諸活動への理

解や参画を広めるものです。この計画は実行委

員会を設けて昨年以来検討

を重ねてきました。実施は 5

月下旬を予定しますが、 

詳細は、総会で提案します。 

第二点は、同好会活動の拡充と内容の充実で

す。 

趣味や遊びを通じてのふれあいを目指します。

現在の同好会は、囲碁、将棋、麻雀をはじめ、

女性中心の習字、手芸、ストレッチ（パッチワ

ーク）等が月例で開催されていますが、今年は、

ゴルフ同好会を加えたいと思います。また、バ

レー部やソフト部が町内会

の下部組織として頑張って

います。同好会への参加をお

待ちしております。 

第三点は町の美化活動、公園の美化活動を

「会員や役員の総ぐるみ運動」として拡充し援

助します。ふれあい町の美化は諸活動の原点で

あり、防犯や安全に大きく寄与します。 

 最後に、「誰でも参加し笑顔の溢れる町づく

り」を話す時、副会長の一人が言いました。 

楽しい町づくりは「趣味やスポーツを通じた楽

しい遊び心」が大切だ‥･と。 

町内会の果たせる役割は、安全で安心な住みよ

い町づくりを創造することです。本年も役員一

同頑張りますので、会員各位の諸活動への積極

的なご参加ご協力をお願い申し上げると共に、

益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまし

て新年のご挨拶といたします。 
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放水演技 

起震車 

  歳末夜警 防犯部長 千村 均 

25 年歳末夜警を 12 月 26 日（木）、27 日（金）

両日に渡って実施いたしました。26 日は巡回準

備完了後頃から雨が降り出し、残念ながら、巡回

は中止とさせていただきましたが、30 名の参加

がありました。 

 翌 27 日は、気温は低めでしたが、34 名の参加があり、巡回

も例年通り実施できました。また、高津消防署梶ヶ谷出張所か

ら 4 名出席いただき、最近の消防事情などもお話いただきまし

た。 

 巡回後は、毎年恒例で評判の良い「豚汁」を婦人部のご協力

によりふるまわれました。 

 平成 25 年も防犯面においては大きな問題もなく過ごせたこ

とをありがたく思っています。本当にありがとうございました。 

 出初め式 婦人消防隊 本間 友子 

 「安心は、日ごろの備えと地域の絆」をスローガンに、高津区消防出初め式が 1 月 13 日 KSP

（神奈川サイエンスパーク）で開催されました。 

消防署員、消防団員、婦人消防隊、西高津中学校の少年消防クラブが参加しました。 

屋内では、川崎市の消防音楽隊の演奏、ドリル演技も行われました。 

屋外では、起震車による地震の体験もできました。 

ジュニアハイスクール消防隊、消防団員による放水演技に歓声と大きな拍手がおくられていまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 青年部 青年部部長 佐藤 祐二 

 新年明けましておめでとうございます。 

今年の下作延中央青年部は 10 月に創部 30 周年の式典を計

画しております。 

年間行事に関しては、今年で 3 年目に入った「平瀬川に鯉

が舞う」プロジェクトも、自由に描いて頂けるように無地の

鯉のぼりを 300 枚用意し、昨年以上に大勢の参加者に配布

したいと思っています。（参加方法は改めてご案内いたしま

す）。他の行事も 30 周年に相応しい内容にして行きますの

で、町内会の皆様のご参加、ご協力を昨年以上によろしくお

願いいたします。 

昨年の平瀬川 

第二公園 

参加の役員 



 歳の神 どんど焼き 子ども会 会長 倉田 耕志  

今年の歳の神どんど焼きは、1 月 12 日に神明神社にて総勢 120 名（子ども 40 名）の参加で開

催致しました。 

天候にも恵まれ風もなく心地よい天候の中、例年になく沢山の方々に参加していただきました。 

振る舞い用の切り餅が途中で無くなってしまうほどの盛況

ぶりで途中追加をした次第です。 

兎にも角にもうれしい悲鳴で、このような誤算は私を始め

役員にとってうれしい次第です。これからも沢山の方々に

参加していただければと思います。 

 最後になりましたが、毎年消火対策で駆けつけていただい

ております下作消防団の皆様、お忙しい中ありがとうござ

います。この場をお借りして御礼申し上げます。 

 今年一年、子ども会を宜しくお願い申し上げます。 

 防災訓練 防災部長 川崎 辰良  

 12 月 8 日午前 10 時、首都圏直下型巨

大地震発生との想定で、防災訓練を行い

ました。7 カ所の地区避難所に集まり、

受付を終えた後、担当副会長を筆頭に下

作延第 2 公園まで避難・誘導し、公園で

は本部長に地区担当者より途中経過を報告、その後、各訓

練に参加 AED、三角巾訓練、発電機始動訓練、チェーンソ

ーによる切断訓練、水消火器訓練、アルファー米、味噌汁

の炊き出し訓練（400 食）、簡易テント組み立て訓練、マンホール蓋開訓練等を行いました。 

 その後高津区役所、高津消防署、近隣の町会長の挨拶があり、午後 12 時 20 分頃終了いたしま

した。参加人数は約 320 名参加された皆様 本当にご苦労様でした。 

 環境衛生部 環境衛生部部長 今野 義晴 

環境衛生部では、街の美化を目指し活動をしております。 

憩いの場である第 2 公園の清掃、季節に応じた花の展示等、公園管理

のお手伝いをしております。第 1・第 3 日曜日午前 9 時、冬は午前 10

時からですが、皆様のご参加、大歓迎しております。 

町内会館をご利用頂いておりますが、6 月、12 月の第 1 土曜日に気持

ち良くご利用になれるよう大掃除をしています。私ども環境衛生部は 3

名と少人数ですが、町内会会員様の助力を得、今後とも頑張っていき

たいと思っております。 

 交通部 交通部長 中野 光和 

交通部の主な活動は、高津区交通部長会の年間行事と町内会交通部独自の活動があります。 

前者は、年間約 20～25 の活動頻度で、街頭指導・監視、交通整理等交通安全に係る諸活動を行

っています。 

 主な具体例としては、 

昨年の AED 訓練 

参加の皆さん 



イ） 溝の口キラリデッキでの拡大事故防止キャ

ンペーン展開 

ロ） 区民祭での交通整理 

ハ） 親子運動会での交通整理及び管理 

ニ） 主要交差点での街頭指導、監視等です。 

 後者は町内会７地域の道路パトロールを行い、

危険箇所の対策として、啓発物の設置等を行い事

故減少を目指します。その他交通安全教室として

警察署等の協力を得て、交通法規やマナーなど役

立つ出前講座を行っています。 

 町内会交流同好会 担当 持木 志夫 

 町内交流同好会も発足して 1 月で 91 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。 

 学童防犯パトロール上作延小学校 

筆頭副会長 宮下 保 

平成 19 年より学童と町の安全と防犯を

目的に開始した学童防犯パトロールも 7年

目を迎え、250回を数えます。 

 会員、組長、役員の皆様の協力により、

学童の下校に合わせ毎週金曜日 15時 15分

～16 時 15 分に正安南・大塚地区を巡回し

ています。 

 最近では、生徒さんに声をかけると、大

きな声で返事をしてくれる様になりまし

た。 

 これからも、事件・事故の無いよう続け

たいと思います。皆様の参加、ご協力をお

願い致します。 

 

 

 上作延小学校防災避難所運営訓練 

 

平成 25 年 9 月より 5 回の避難所会議を経

て、下記の内容で上作延小学校避難所防災訓

練を実施する事になりました。 

避難所会議は、学校・PTA・行政関係と上

作延学校区に関わる８つの町会自治会で構成

され、救護班等の７つの班に分かれ検討され

てきました。訓練内容は、上作延小学校を避

難所(市指定)とし、災害に合わせて避難所を

開設し、避難者の受け入れ、体育館を中心に

救護・給食を始め、簡易トイレの設置などの

訓練をします。避難所防災訓練に参加され、

まさかの災害から、身の安全と家族を守る訓

練をしましょう。また、アルファ米の給食訓

練もありますので味を楽しんでください。 

日程は以下の通りです。 

日 時： 平成 26 年 2 月 25 日（日） 

：9 時 30 分～11 時 30 分 

場 所： 上作延小学校体育館            

尚、中央町内会では、毎年訓練しているよ 

うに、第 2 公園に集合し避難者をチェック

して、小学校に避難・誘導をします。 

街頭指導 


