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年頭にあたり
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

親父中心の家庭が営まれてい
ました。しかし、時代の変革は

を迎えられたことと心よりお喜び申し上げます。 少子化等による夫婦共稼ぎは
また、町内会の諸行事には格別なるこ支援、ご

当たり前の時代となり、町内会

協力を賜りまして心から感謝申し上げます。新

加入や諸活動への参画や時間は無く家庭を守る

年のスタートに当りまして、町内会役員を代表

事が優先されます。また、住宅も戸建ての時代

いたしましてご挨拶を述べさせて頂きます。

から、マンション（ワンルームも含め）が目立ち

昨年も地球環境の変動による自然災害が頻発
し、凶暴なまでに大きな被害や問題を人類社会

町内会加入の必要性も理解されなく、管理組合
と言った最小単位が目立ちます。

に提起しました。一方、町内会をパトロールし

さてこの様な中、加入率をアップさせたらい

た時に町内会の必要性『加入率』の問題を考え

いのか。手を拱いているだけでは問題の対策は

させられます。先にも申しましたが、町内会の

叶いません。町内会の果す役割を考えた時、地

存在する意義や目的は、地域や町内会の皆様に

域に必要な密着した活動を展開し、協力を仰ぐ

『安全で安心な町をつくり、住んで良かった』

しかありません。

と言う環境を創り出す事にあります。そんな中、

その一つは、行政はマンション建設時に業者

町内会では日帰りバス旅行、高齢者の福祉活動

に町内会加入を前提に、許可する＜らいの強い

等を実施し、一方では地域や会員の最も大切な

方針を打出してもらいたい。一方、町内会は町

『災害から身を守る』活動、総合防災訓練を実

内会の必要性を役員がキチンと理解し、メッセ

施し、350～400 人の参加を仰ぎ、大成功の内

ンジャーとして地域の方々に説明できる様な姿

に執り行われました。この様に町内会の防災訓

勢が必要です。具体的には、生活環境を守る廃

練等に 400 名近くの方々が参加して頂ける環

棄物管理等の活動の展開、安心して暮らせる町

境は本当に素晴らしい事と思いますが、この数

づくりの防犯・防災活動、また、高齢者の一人暮

値とは別に町内会の加入率の事が気になります。 らしの方々を見守る福祉活動と言った非常に価
年々、加入率は低下の一途を辿っていると聞き

値観の高い活動を説明できる能力、広報です。

50％を切っていると言われる中、実に憂鬱な問

その手段として、我が町内会が川崎市で一番に

題を提起されていると考えます。

先駆けた、情報のインターネット化や町内会広

この事は、単に町内会が抱える問題ではなく、

報誌の定期的な発行、掲示板等を通じてタイミ

大きく政治や生活環境が生きるための変革をも

ングの良い情報の提供にあります。我々には直

たらしていると考えます。具体的には、我々の

接的に政治や経済、あるいは待機児童と言った

世代や親父達の時代は『親方日の丸』といった

大きな問題に関わることは困難です。然しなが

ら情報の提供や共有は、地域の皆さんと共に、

しい町づくりを共有することだと考えます。そ

魅力ある住みやすい町づくりを創造し町内会加

して、主役は会員各位にあることをご理解願い、

入率の向上の源泉となります。

更なる活力のある住みやすい街づくりに努めた

最後に、町内会の加入率の向上は、会員の皆
様や地域の方々が町内会と同じ舞台にたち、楽
 下作延中央町内会総合防災訓練

いと思います。本年も会員各位の深いご理解並
びにご協力をお願い申し上げます。

防災部 部長

川崎

辰良

11 月 6 日午前 9 時首都圏直下型巨大地震発生を想定して防災訓練を行いました。
当日は 7 地区に分かれてそれぞれの地区避難所毎に集合しました。それぞれの地区避難所に集ま
った人達の名簿をチェックしてから本部避難所（第２公園）へ避難誘導しました。本部避難所で地
区別に整列し地区ごとの被災状況を報告した後、各種訓練に移りました。震度４から７まで体験で
きる起震車体験、応急救護 AED の使用方法、三角巾の使い方などの日本赤十字の指導、水消化器
による初期消火訓練、発電機始動訓練、チェーンを始動し実際に木材を切断する体験、トイレの囲
い込み組み立て、アルファー米と味噌汁の炊き出し訓練、本部テントでは、高津区役所提供の防災
用品の展示や NPO 法人ママプラグ（子連れ防災の活動を行っている）による防災ピクニックの展
示などがありました。
今回は消防署からの起震車がすごい人気でした。ほとんどの人が経験したと思います。
参加人員は約 350 名でした。

地区避難所

発電機訓練

 恒例の敬老会を行いました！！

本部避難所

起震車体験

支援の方々

寿会

小林

雅子

下作延中央寿会（第一・第二）では 10 月 13 日（木）（11 時
～）1 か月遅れの敬老会を 54 人の参加者のもと「上作延いこいの
家」にて行いました。
参加者には、「紅白まんじゅう」が配られました。参加できなか
った方々にも例年通り班長さんを通して全員にお届けしました。

消火器訓練

また、毎月行っていますが、誕生月の方々には花鉢と手づくり品のプレゼントがありました。そ
の後、お弁当・飲み物・お菓子など頂いた後、イベントとして舞踊の披露、各班ごとのカラオケ・全
員でコーラスなどが大変賑やかに披露され、盛大に終わる事が出来ました。
 体育部報告

体育部

部長

野原

剛

10 月 16 日（日）高津中学校で第 51 回高津地区親子運動会が行われました。
当町会からは約 140 名が参加し各競技においてメダルに
はあと一歩のところでしたが大変盛り上がりました。
また 11 月 6 日（日）高津区バレーボール大会が高津ス
ポーツセンターで行われ銅メダルを獲得しました。両行事
ともたくさんの応援ありがとうございました。
今年も健康まつりソフトボール大会、ローズカップバレ
ーボール大会、親子運動会等たくさんの方の参加をお待ち

昨年の親子運動会

しています。一緒にいい汗をかいてうまいビ－ルを飲みま
しょう。
 民生委員の退任にあたって

今村 恵子

一年間と思って受けた民生・児童委員も、はや 3 期 9 年を終え、若い意欲的な方にバトンタッチ。
私自身、三十代四十代の頃は、子育てと仕事でせいいっぱい。町会や民生委員について考える余裕
などなかったが、定年をむかえ、自分がかかわるようになって、目に見えぬところで,近所の方々や
町会に助けられ、支えられていることに気づいた。たとえば、今はＬＥＤに変わったが,数ヶ月前ま
で防犯灯の点検、設置、町会に届けられたゴミ置き場のカラスネット網の設置、歳末の火の用心（楽
しいですよ）、町会の地域の清掃など。日々の生活が気持ち良くすすめられるよう町会役員の方々が
ボランティアで作業している。
民生委員の仕事も同じようなもので、高齢者や弱い立場の人が少しでも良い状態になれるよう、
区の担当者に連絡したり、助言したり。
できることは小さな事だが、一歩一歩地道な活動である。ただ委員が気づく、区からの文書で知
る以外に、もれてしまっている人（本当は援助が必要な人）がいるのではないか。これが、大変気に
なる点。ご近所の方々の気づきが、こういう時、力になる。
下作延

わが家の周辺を歩いていて、ほっと嬉しくなることがある。全く知らない人でも、お年

よりの中には、（私も十分お年より！！）こんにちはと声をかけてくれる人のいること、（なかなか
ないですよ、今どき）私が同時にあいさつ。
安全で安心できる町にという思い、周囲に困っている人がいれば、声を手を。むずかしいかもし
れないが、民生委員、町会の仕事はこういうことかもしれない。人は一人では生きていけないし、誰
もが年を取る、お互いさまの気持ちですね。
民生委員を経験し、多くの人に出会えてよかったです。

新民生委員の紹介
高齢者の福祉活動や寝たきり或いは、一人暮らしの方々の生活をサポートして頂いております民
生委員、３年ごとの任期満了に伴いまして、昨年の１２月より下記の方々に就任して頂きましたの
でご紹介いたします。※中央町内会には地区毎（６地区）に委員がいます。
前任者

担当地区

後任者

担当地区

前任者
山崎

とみ子

後任者

１

増子

澄江（退任）

小野 愛子

４

再任

２

牧野

泰子（退任）

石村 信頼

５

氣田 勝美

再任

３

今村 恵子（退任）

笹子 正江

６

門司 邦彦

再任

「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 8 日に下作延神明神社にて開催致しました。どんど焼きは、そ
の火にあたると無病息災であるとか、そこで焼いたお餅を食べると健康になるとか、歳の神を天に
送る儀式、など様々な言い伝えがあります。例年よりも子ども
達の参加が多く、こま廻し、ベーゴマ、羽子板、かるた等、昔
遊びを大いに楽しんでいたようです。また毎年消火対策でご参
加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１
年子ども会を宜しくお願い申し上げます。

 町内会の行事
歳末夜警
12 月 26/27 日

今後の予定
日時

内容

2 月末～3 月

《婦人部》

上旬予定

日帰りバス旅行

場所
未定

目と胃袋、両方満足します。ご一緒しませんか？
2 月１２日（日） 《下作延小学校避難所運営会議・避難所開設訓練》
９：００～１２：００

下作延小学校

いざという時のために学校内で避難所を立ち上げる
訓練です。

３月５日(土)

《子ども会》

上作延小学校

スケート大会滑って転んで大笑い！

いっしょに行

きませんか？
3 月 26 日（日）

「平成 29 年度第 60 回定期総会」
10：00～総会

４月３日(日)

新横浜ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ

12：00～交流会

《青年部》

緑ヶ丘霊園

お花見散歩がてら、ぶらりとご参加ください。
（

（参加費：1,000 円）

）
円）
１月２８日(土)

《文化部》

２月２５日(土)

町内交流同好会囲碁将棋麻雀

３月１８日(土)

１３：００～１６：００初心者歓迎します！！
無料で参加できます！

中央町内会館

