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☆☆☆安全で安心して暮らせる町づくり☆☆☆
〈子どもたちが故郷下作延を誇りに思うように〉
新会長就任あいさつ
下作延中央町内会 会長 髙橋 準三
陽春の明るさに加え、下作延でもところどころに新芽の息吹が見られるようになりました。
町内会会員各位におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
第６０回定期総会におきまして宇佐美善愛会長の後任として下作延中央町内会第６
代会長としてご承認いただきました髙橋準三と申します。
中央町内会の６０年余の重い歴史と先輩諸氏の活動成果、また 2,300 世帯を超える
マンモス町会であることを意識する時、大変身の引き締まる思いがいたします。
宇佐美前会長は今年２月に川崎市より自治功労賞というとても意義ある賞をいただくほどに町内会その他
関係組織において先進的、革新的な運営やシステム作りをされて来られました。わが町会におきましても
・「町内会のホームページ開設」市内でトップバッター。
・広大な町内におけるコミュニケーション力アップのために７地区ごとに副会長を選任。
・民生委員の福祉活動を側面支援すべく「福祉部」を創設。
・3.11 直後、役員を現地へ派遣しその検証を元に「防災名簿」登録制度を開始。
・災害時の救護活動補助のために「無事ですタオル」を作製し会員へ配布。
・町内防災訓練に加え、下作延小学校、上作延小学校における避難所開設訓練の内容を整えマニュ
アルを作成。
・行事等における役員が識別できるように「オレンジ T シャツ」と「オレンジジャンパー」を製作。
・会員同士の顔つなぎを目的に「囲碁将棋麻雀同好会」に加え「ゴルフ同好会」を発足。
・会員相互の親睦を図るため「交流日帰りバス旅行」を企画。
・会員を識別できるよう会員ステッカーを製作し会員へ配布等々。
とは言え、これらの成果は全て会員各位のご協力の賜物であることは間違いありません。私は従来の町会活
動基本方針である、「安全で安心して暮らせる町づくり」に加えて「子どもたちが故郷下作延を誇りに思う」よ
うに」、という課題に向けて尽力する所存でございます。
すべての町会活動は会員の皆様のご協力無くしてはひとつとして成り立ちませんし、その活動のひとつひとつが
皆様のためになると信じております。中央町内会がより一層住み良い町になりますよう、各種行事、活動等にご
参加、ご協力賜りますようお願い申し上げ就任のご挨拶といたします。

第 60 回定期総会および班長交流会報告
平成２９年３月２６日(日) 上作延小学校にて第 60 回定期
総会が開催され,下記の活動内容と提案事項について承認を頂きま
したので、平成 29 年度を提案の通り活動してまいります。
上作延小学校

重点活動抜粋
重点項目

具体的内容
・地区別学童下校時のパトロール
上作延小、下作延小、西梶ヶ谷小
防犯・防災パトロールの （毎週金曜日）
充実
・防犯パトロール（4 回/年）
・歳末夜警（警察署・消防署・防犯
協会の参加）
・連合町内会・川崎市・社会福祉協
町の美化活動
議会等の美化活動参加

①住みよい町づくりの提案

・第 2･3 公園の自主管理

②平成 29 年町内会総合防災
訓練

③町内会活動の活性化

・10 月 29 日（日）
・防災ピクニックの参画
・「無事ですタオル」掲示訓練
・要援護者の対応重点化
・起震車（震度 7 程度）煙避難等
交流日帰りバス旅行の
実施時期 11 月
提案
同好会の充実
各部活動

囲碁・将棋・麻雀・ゴルフ
・納涼祭
・神明神社秋季例大祭
・ソフトボール・バレーボール大会

詳細は地区掲示版で確認下さい
提案事項
経緯

対応

①町内会館の改修

・築 16 年が経過して経年
劣化の為

②南住宅自治会との合併

・会員の高齢化

・外部パネルのジョイント」」部」の劣化
（壁の洗浄、目地シーリング）
・内部室内の壁紙破れ
（壁紙の交換）
・トイレの修理
（便座の更新）
・合併の合意

内容

班長交流会での意見
内容
対応
新築賃貸マンションの住民に対して町会の活動 ワンルームは会費が半額の月１００円であること
内容を伝える方法を検討してほしい。（大塚北 や管理会社から一括で納入していただく方法も可
地区）
能であることを管理人へ伝える。 町内会加入パ
ンフレットに活動の主旨が書かれているので利用し
てほしい。
地理的に町会の奥の方であり、コミュニケーション 今年 4 月に２ヶ所増設完了しました。
が取りにくいし、掲示板も少ない。（大塚南地
区）
役員反省会での意見
内容
総会は毎年寒く、今年は特に寒かった。

対応
⇒来年は班長さんの数のホッカイロを準備する。

副会長紹介
４月より地区担当副会長が３名交代になっております。
担当地区
前任者
後任者
大塚北
門司 邦彦
門司 邦彦（継続）
大塚南
中庭 芳子
中庭 芳子（継続）
正安北
桃井 博
桃井 博（継続）
正安南
宮下 保
野原 剛（新任）
林・平瀬
渡辺 四朗
増子 純江（新任）
梶ヶ谷ビレジ
中野 光和
中野 光和（継続）
新道・笹の原
越水 詞郎
宮田 博子（新任）
尚、新たに危機管理班を創設、宇佐美前会長、宮下、渡辺前副会長の 3 名が引き続き、町内会活
動を支援していただきます。
 青年部に入りませんか？
青年部 部長 曽呂 学史（今年度から担当致します）
地域の 20 歳以上の大人が楽しむコミュニティが青年部です。
お酒を嗜みながらお花見をしたり、例大祭では神輿を担ぎます。
地域の皆様と様々な行事を通じて親しくなり、1 年後には青年部に入って良かった‼と思えるような楽し
い活動があります。
年間 1，000 円で、青年部の仲間と楽しい時を過ごしませんか？
 宇佐美前会長 自治功労賞受賞
永年、地域や町内会の発展にご尽力して頂きました宇佐美前町
内会長が去る 2 月に川崎市より栄えある『川崎市自治功労賞』を
受賞されました。 住み良い町づくりを目指した諸活動は川崎市の
審議、審査を経ての受賞ですが、町内会の皆様とともに喜び合える
ものです。我々は、この財産をキチンと引継ぎ町内会のトップリーダー
として頑張りましょう。

 町会長のバトンタッチにあたり
前会長 宇佐美 善愛
桜の花が満開の時期を迎えておりますが、先の 3 月に開催されました総会におきま
して町会長の任を、次の時代を担う若手の役員にバトンタッチすることといたしました。
１１年前の桜の花が咲く同じ時期に前三田会長より会長を引き継ぎ、長きに亘り
諸活動に尽力してまいりました。この間の会員はじめ役員のご理解、ご協力に深く感謝
申し上げます。私が一番に取り組みの柱としたのは『安全・安心で住みやすい町作り』
でありました。まさかの時に災害から身を守り被害を最小に抑える事、また健康寿命を
如何に伸ばすかでありました。このことが町内会の果たす役割であると深く認識し、防犯・防災・福祉の諸
活動を推進しました。幸い我が下作延地域には大事は発生しませんでしたが、これは地域の皆様のご協
力なしには叶いません。ご協力ありがとうございました。
さて、3 月の総会において、髙橋会長、桃井筆頭副会長、服部総務部長を軸とした若手の役員にバ
トンタッチすることとなりました。これまでに築かれた防災・防犯・福祉等の諸活動は基礎体力として必ずや
時代を担う役員に継承され、若い能力は更なる住みやすい町を提供してくれることでしょう。そして、町を
楽しく彩るのは会員一人ひとりの協力と参画にほかならない事とお願いし、最後に地域や町内会の皆様
方に深く感謝し、そして更に安全で健全な町内会であることを願って辞任に当たってのご挨拶といたします。
 小黒恵子童謡記念館のリニューアルオープン
町内会民生・福祉部広報
昨年から改修工事を行っておりました小黒恵子童謡記念館が 4 月にリニューアルオー
プンしました。先に当町内会の役員（民生委員）として就任していただきました笹子ま
さえさんが館長として就任されました。
同記念館は高津区の諏訪にあります。広大な敷地は自然の豊かな環境の中、小黒
恵子先生や高木東六先生方が作られた童謡が奏でられる豊かでのどかな庭園となって
います。一昨年我が町内会の『にこにこ会』の皆様方と訪問し、笹子さんにピアノを演奏
して頂き歌いましたが、気楽な憩いの場所として是非足を運んでみませんか？都会の中にあって自然溢
れるオアシスという素敵な環境となっています。
☆ 住所：高津区諏訪３－１３－８ ☎０４４－２００－２０２９ 入場料：無料
 子ども会加入案内
子ども会 会長 倉田 耕志
まだまだ冬の寒さが残る 3 月に総会を終え、桜満開の 4 月より新しい布陣でスタートを切りました。
子ども会は 6 月より、春のクリーン作戦、バ―ベキュー大会、市制記念日バス旅行と本格的に行事が始
まります。子どもはもちろん大人の方にとっても、楽しいベントが盛りだくさんです。
子ども会会員は、随時募集しております。（年会費 1，000 円）いつでもお申込みください。
お父さん、お母さんの参加もウエルカムですよ。是非是非！皆様のご参加を心よりお待ち申し上げており
ます。
 町内会の今後の予定
行事

場

所

開催日

中央町内会防犯パトロール

町内

5 月 9 日(火）

高津地区健康ソフトボール大会

宇奈根多目的広場

5 月 14 日（日)

町内会交流ゴルフ同好会

川崎国際ゴルフ場

5 月 25 日（木）

多摩川クリーン作戦

多摩川河川敷

6 月 4 日（日）

春のレクリエーション（子ども会主催）

第 2 公園

6 月 4 日（日）

町の美化活動

中央公園および町内

6 月 11 日（日）

資源回収（子ども会主催）

町内および第 2 公園

6 月中旬（日）

ローズカップバレーボール大会

高津スポーツセンター

7 月 2 日（日）

