
 

 

 

 

 

 

27 年重点活動 防災訓練の取組みについて 

＊＊地域、家庭に密着した防災訓練を＊＊ 

下作延中央町内会長 宇佐美善愛 

 新緑の芽生える音が聞こえる季節、会員の皆様もそれぞれにお花見を楽しんだことと思います。

また、先般は総会にご理解、ご協力を賜りまして深＜感謝申し上げます。 

 さて昨年は、雨天のため中止となりました防災訓練ですが、今年は（先般の総会において、班

長さんから寒い時期の訓練は止め、10 月頃に実施して欲しいとの要望が出され、10 月に実施す

ることとなりました。）防災委員会では訓練の内容について継続審議してきましたが、毎年角度を

変えて新しい要素を取入れた訓練にしよう…という意見が確認されました。 

 具体的には、地域や家庭に根ざした訓練の取組みです。 

1．子育て家庭（乳幼児）の防災対策『防災ピクニック』を訓練に取入れる。 

2．災害時、各戸の安否確認が出来る『無事です』と書かれた表示タオルを全家庭に配布する。 

 今年に入り 2 月、ＮＰＯ法人主催による防災ピクニック

の説明会、懇話会が町内会館で開催されました。懇話会に

は赤ちゃんを抱えた方々や子育て真最中の奥さん方が参

加され、同じく参加された役員と実技指導と意見交換の中、

非常に有意義な時間を過ごさせて頂きました。 

従来、ややもすると防災訓練は消火とか救護とか軌道に

乗った訓練ですが、家庭に密着した乳幼児を抱える防災対

策等は非常に興味を覚え、有意義な内容でした。特には、

赤ちゃんを抱えたお母さんが（重さ 6Kg 程度のバッグを

抱えて）階段を避難する実践的な訓練、また、肘や膝の関

節の自由が利かない（装具を着け）方々の立場に立った避

難、あるいは、ハイゼックス炊飯袋を利用し家庭の米を使

っての炊出しは参加者を釘付けにしました。 

また、試食しながらの懇話の中で食物アレルギー対策や

3 日間対策として、身近な 100 円ショップツアーを開催

しようなどユニークな指導や提言もありました。一方、災

害時の救護対策として、各家庭に安否が確認できる『無事

です』と書かれたタオルを配布するという提案がなされ今

年の訓練までに実施することとしました。 

最後に当町内会は毎年防災訓練を実施し、地域や家族の

環境に適応した訓練を拡充し、一人でも多くの方々の役立

つ防災訓練を目指します。そして、防災や安全の貯金を確

実に増やせるよう会員はもとより、子育て家庭の方々のご

参加をお待ち申しあげます。
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歳末夜警   

防犯部長  千村 均 

年末12月26日、27日の二日間にわたり、

歳末夜警を実施いたしました。 

下作延第２公園に、歳末夜警本部を設置し、初

日には、高津消防署梶ヶ谷出張所長（他１名）

の参加をいただきました。 

 防犯提灯、拍子木を使って『火の用心を連呼

し』各地区を回っていただきました。 

今年は、子どもを含めた参加が例年より多く、

いまや年末夜警の名物になっている婦人部・福

祉部の協力でできた「トン汁」を頂きました。 

本部設営を含めて皆様のご協力に感謝いたし

ます。 

  

実施日 参加人数 

12 月 26 日（金） 51 名 

12 月 27 日（土） 44 名 

 

 

 

 

学童防犯パトロール （上作延小学区） 

副会長  宮下 保 

 平成 19 年より学童と町の安全・防犯を目的

に開始した学童防犯パトロールも 8 年目を迎

え、4 月で 300 回を数えます。 

 会員、班長、役員、皆様の協力により、学童

の下校に合わせ原則 毎週金曜日 15 時 15 分

～16 時 15 分に正安南・大塚北・大塚南の上

作延小学校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。また集

団下校は、5・6 名で帰るグループが目につく

ようになりました。 

 これからも、事件・事故の無いよう続けてい

きたいと思います。 

 皆様の参加・ご協力をお願い致します。 

高津区消防出初式 婦人消防隊 小野・本間 

毎年恒例の高津区消防出初式が 1 月 12 日かながわサイエンスパークで開催されました。 

（主催高津消防署、高津消防団） 

「教訓を生かして備える大災害」をスローガンに

消防署員、消防団員、家庭婦人消防隊、少年消防

クラブなど計 281 人が参加しました。 

 高津消防署の越谷成一署長は「昨年の区内の火

災件数は一昨年に比べ減少した。区民の皆様が防

火に尽力いただいた賜物だ」と語られました。 

また、同署によると、市内の火災件数は、昨年 381

件で前年比 44 件増、一方区では、13 件減の 48

件にとどまっているということです。 

これからも、防火の力を絶やさずに、私たちひとりひとりの防火意識を高めていきたいものです。          



交通部の活動 部長 中野 光和 

 交通部では、当該地域住民を交通事故から守るための活動を行っています。 

 例えば、主な交差点での交通監視、指導、事故防止のキャンペーンを行ったり、主な道路２４６

号路線に幟を立て注意を促したり、区民祭、納涼祭などでは交通誘導・監視など行っています。な

かでも、年一度の交通部主催の交通安全教室は当地域にお住まいの皆さんのための教室です。昨年

は 7 月 31 日(木)上作延子ども文化センターで開催しました。 

当日は子ども 61 人、大人 35 人、約 100 人近い大

勢の皆さんに参加して頂きました。 

内容は交通ルール、マナーや道路標識の説明など、

また、ゆるキャラを使っての寸劇など交えての、子

どもたちにも分かりやすく楽しく、そして、しっか

りと交通道徳を身につけてもらう内容でした。 

 次回も、子どもたち、大人たち共に、是非ご参加

ください。お菓子など用意して待っています。 

 

子ども会活動報告 会長 倉田 耕司 

今回は下作延連合子ども会行事を報告致します。 

下作延連合子ども会は、下作延中央子ども会を含め下作延にある各町会、自治会に所属する子ども

会が集まった組織です。 

夏休み時期に下作延小学校で行うサマーキャンプと冬に行うウィンターフェアの、年に 2 つの大

きな行事を行っております。 

さる 2 月 21 日新横浜スケート場にて 2 時間貸し切でスケートを行いました。 

142 名の沢山の方が参加し、おそるおそると滑る子や得意気にバックで滑る子など、皆個々の滑

りで思う存分楽しんでくれたと思います。 

子ども会は、連合子ども会の行事を含めさまざまな行事を行っております。会員登録費は年間で、

1,000 円です。子ども会に加入し楽しい諸行事に参加を希望する方は、下記にご連絡ください。 

 

会長：倉田 耕志 ☎852-2129   副部長：西川 宏子 ☎857-5044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新横浜スケート場 

上作延子ども文化センター 



「役員の変更」 

・長年に亘り町内会活動にご尽力を頂きました役員の退任、また、新規にご就任頂き 

今後の活躍を期待される役員をご紹介いたします。 

役職  お名前（敬称略） 

副会長（梶ヶ谷ビレジ地区） 退任 古谷 晙太郎 

副会長（梶ヶ谷ビレジ地区） 新任 中野 光和 

総務部 副部長 転任 森口 景子 

交通部 部長 新任 柏木 嘉夫 

防災部 副部長 退任 内田 幸太郎 

体育部 副部長 新任 金澤 宏 

高津消防団 作延分団 新任 中矢 真宏 

★退任された役員の皆さま、大変お疲れ様でした。そしてありがとうございました。 

 

 町内会今後の予定 

部署 行 事 実施日 備考 
町内会 
体育部 

健康祭り 
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 

 

宇奈根多目的広場 
5 月 10 日（日） 
5 月 17 日（日） 
時間 9：00 

参加希望者は 
体育部部長 野原まで連絡ください。 
☎ 857-2575 

町内会 
文化部 

高津区 区民祭 7 月 25 日～26 日  

町内会 
福祉部 
文化部 

町内交流日帰りﾊﾞｽ旅行 5 月 24 日（日） ・千葉方面、花ありｸﾞﾙﾒあり 
館山の絶品浜焼き等、町内会員ならどなたでも参
加できます。 

青年部 ・平瀬川に鯉が舞う 
子どもたち自作の鯉も
多数泳ぎます！ 
・町内会ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会 
・高津区 区民祭 

・4 月 29 日午後から 
5 月 6 日まで 

 
・６月 
・７月 

・平瀬川正安橋、不動橋を是非一度 
ご覧ください。 

子ども会 ・資源回収 
 
・多摩川ｸﾘｰﾝ作戦 
・夏休みﾗｼﾞｵ体操 
・ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ 

・6 月 21 日（日） 
（午前中に回収） 
・6 月 
・７月～８月 
・７月～８月 

・回収ﾎﾟｲﾝﾄに、緑の旗を出します。 
新聞、雑誌、段ﾎﾞｰﾙ等を、お出し下さい。 

婦人部 ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 
・連合婦人部日帰り 
ﾊﾞｽ旅行 

・５月下旬 
・６月 

・高齢者施設ﾌﾛｰﾚﾝｽｹｱに訪問します。 

寿会 ・区老連日帰りﾊﾞｽ旅行 
・区老連趣味の作品展 

・６月 
・６月 

 

避難所 
運営委員 

下作延小学校避難所 
運営会議の幹事町会が
中央町内会になります。 

6 月から 1 年間 ・下作延小学校が避難所として機能するよう、皆
様のお知恵を拝借してより良い避難所を目指し
ます。 

尚、詳細につきましては町内会掲示板で確認をお願い致します。 

 

 

 

  

町内会ホームページ 

http://www.takatsu-ku.jp 

平瀬川 


