
 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆安全で安心して暮らせる町づくり☆☆☆ 
新年度の活動に向けて 

      2020年４月 8日 

 下作延中央町内会 会長 髙橋 準三 

 

ここ下作延も春風が気持ちよい季節となりましたが、世界的に猛威を振るうコロナウイル

スの影響は地域の行事や当町内会の活動についても中止や延期を余儀なくされています。 

３月２９日の第６３回定期総会は中止し、議案書は回覧とさせていただきましたの

で、ご意見、ご質問等は各地域の班長さんや担当役員へお寄せください。概ね５月末まで

にご意見の無い場合はご承諾いただけたものとして行事を進めたいと存じます。 

当面、平瀬川に鯉が舞うプロジェクト、公園管理活動、囲碁将棋麻雀同好会を中止さ

せていただきます。 

そのような中ではございますが、町内会は今年も『安全で安心な町づくり』を重要課題とし

て取り組んでまいります。 

第一に防犯活動としまして、今年から数年計画で毎年１ヶ所ずつ町内の道路に『防犯カメラ』 

を設置いたします。いざ事件が起きたときの犯人確保に向けて証拠となる以外に犯罪の抑止力となることは明ら

かでありますのでご期待いただきたいと存じます。 

二点目は防災活動です。 

当町内会では全ての加入世帯に『無事ですタオル』を配布しております。これはいざという時の救助活動の迅速

化の一助となるよう、ご家族の無事が確認されましたら道路から見やすい場所に吊って頂くものです。 

そして、今年は『防災名簿』の更新の年となります。これは災害時に弱者になられる方の救済を優先できるように、

またご家族全て方の安否が確認できるようにと考え全家庭にご家族の情報をご記入頂いております。当然情報

漏えいには細心の注意を払っております。 

更に秋、１０月４日には恒例の『町内総合防災訓練』を実施し避難誘導から救急救命、消火ホースキットの

実地訓練、炊き出し、仮設トイレの組立、チェーンソーの実地訓練、地震体験、防災グッズの紹介、販売など多

岐に亘る訓練といたします。 できるだけ多くの方のご参加をお願い申し上げます。 

最後に広報活動の一環として町内会のホームページも画面を一新しスマホでも見易くしておりますのでご活用く

ださい。 

 町内会役員は会員の皆様のためになる活動を追求いたします。今度ともコロナウイルスに万全の注意をされ、

町会活動に関しましてはご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。  

 

 

 

「第 63回定期総会」は新型コロナウイルス感染拡大防止対応の為中止としました。 
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令和２年度町内会事業計画・重点活動内容抜粋 

 

 事業計画    ＊当面の間、諸活動を中止又は延期させていただきます。 

月 町会 子ども会 青年部 婦人部 寿会 
定

例

行

事 

四役会 

定例会 

 

定例会 定例会 理事会 

三役会 

手芸教室 

書道教室 

定例会 

麻雀教室 

友愛活動 

手芸ｻｰｸﾙ活動 

１ 高津区賀詞交換会 

消防出初式 

警察武道初め式 

町会だより発行 

どんど焼き 

資源回収 

ボ-リング大会 

資源回収協力 

新年会 

資源回収協力 

資源回収協力 

２ 廃棄物講演会 

下作延連合町内会役員会 

下作延小学校避難所開設訓練 

ｳｲﾝﾀｰﾌｪｱｰｽｹｰﾄ 久本町会青年部 

交流会 

 総会 

区老連友愛研修会 

区老連ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

3 
第 63回定期総会（中止） 

高津地区女性研修会（中止） 

廃棄物減量指導員連絡会（中止） 

子ども会定期総会 

連合子ども会総会 

（中止） 

青年部定期総会 

（中止） 

婦人部定期総会 

（中止） 

 

4 
春の交通安全運動（中止） 

地区連合町内会会長会議（中止） 

町会だより発行 

 花見大会 

（中止） 

連合青年部 

定期総会（中止） 

連合婦人会総会 

（中止） 

区老連総会（中止） 

区老連健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

（中止） 

5 
高津区全町内会連合総会（中止） 

健康祭りｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（中止） 

ｺﾞﾙﾌ同好会（中止） 

第一回防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（中止） 

町内会日帰り旅行（延期） 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（中止） 平瀬川に鯉が舞う 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｯｸﾄ（中止） 

高津地区健康祭りｿﾌ

ﾄﾎﾞｰﾙ大会（中止） 

ﾚｸﾘｴ⁻ｼｮﾝ 

（中止） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動（中

止） 

寿会親睦会（中止） 

6 
下作延連合町内会総会（中止） 

自主防災組織連絡会議 

下作連合街の美化活動（中止） 

多摩川ｸﾘｰﾝ作戦 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ（中止） 

ﾚｸﾘエｰｼｮﾝ（うどん打

ち大会）（中止） 

下作延連合婦人会

日帰りﾊﾞｽ旅行（中

止） 

区老連趣味の作品展 

区老連女性部研修会

（中止） 

7 
高津区民祭（中止） 

ﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

青少年指導委員連絡会 

交通安全教室 

第 2回防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

町会だよりの発行 

市制記念行事 

夏休みﾗｼﾞｵ体操 

交通安全教室 

  市老連研修旅行 

区老連演芸大会 

健康福祉祭り 

8 
納涼祭 納涼祭出店 

下作連合 

ｻｰﾏｷｬﾝﾌﾟ 

納涼祭出店 

下作連合 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会 

納涼祭出店、踊り 納涼祭参加 

9 
敬老のお祝い 

秋の全国交通安全週間 

第 3回防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

市内統一美化活動 

高津区ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 

神明神社秋季例大祭 

神明神社秋季例大祭 

（子ども神輿） 

神明神社秋季例大祭 

（大人神輿） 

神明神社秋季例大

祭 

（協力） 

高津区敬老会 

寿会敬老会 

老人福祉大会 

区老連健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

10 
高津地区親子運動会 

（10/18日） 

町内会総合防災訓練 

（10/４日） 

高津防犯協会研修会 

町会だより発行 

高津地区 

親子運動会 

下作延小学校 

ﾊﾞｻﾞｰ参加 

高津地区 

親子運動会 

高津地区親子運動

会 

ﾊﾞｽ旅行 

役員研修会 

高津地区親子運動会 

多摩川河川敷清掃 

11 
下作延連合 街の美化活動 

歳末助け合い共同募金 

高津区ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

高津地区防災訓練 

下作延連合 

交流忘年会 

秋のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

（ﾊﾟｰｸﾎﾞｰﾙ） 

下作延連合 

交流忘年会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

下作延連合 

交流忘年会 

防災訓練参加 

区老連健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

12 

 

歳末夜警 

高津区連合町内会会長会議 

歳末夜警参加 

餅つき大会 

書道教室 

歳末夜警参加 

餅つき大会応援 

連合ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

歳末夜警参加 

餅つき大会応援 

歳末夜警参加 

餅つき大会応援 



 その他 

民生委員 『一人暮らしの高齢者の交流』を目的とした『にこにこ会』を毎月開催（当面の間中止） 

福祉部 公園体操（毎週金曜日）こども文化ｾﾝﾀｰ（当面の間中止） 

交通部・交通安全母の会 主要交差点での交通指導（当面の間中止） 

スポーツ推進員 ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄの推進（当面の間中止） 

環境衛生部 公園管理等（当面の間中止） 

同好会 囲碁・将棋・麻雀（第 4土曜日）及びｺﾞﾙﾌ（5月、10月）（当面の間中止） 

 

 重点活動 

安全で安心な町づくりの更なる追求 

項目 内容・時期 詳細 

防犯カメラの設置 令和 2年より３年計画で設置予定 ３台 

町内会防災訓練の充実 令和２年 10月 04日予定 地区避難所より本部まで移動 

防災名簿調査   

防犯パトロールの実施 地区別学童防犯パトロール 上作延・下作延。西梶ヶ谷小学校（当面の間中止） 

夜間防犯パトロールの実施 四半期毎に巡回パトロール（当面の間中止） 

青少年指導員パトロールへの参加 高津区青少年指導員会パトロール参加（当面の間中止） 

歳末夜警の実施 ⒓月 26、27日 

住み良い町づくりに向けて（町内会活動の活性化） 

町内会交流日帰りバス旅行計画 ５月 31日 甲州さくらんぼ狩りと河口湖ワイン工場見学（延期） 

同好会の充実 毎月第 4土曜日 囲碁・将棋・麻雀（当面の間中止） 

子ども会活動の支援と協力  青年部と協業して活動協力 

その他 

公園管理活動の支援  下作延第 2・第 3公園（当面の間中止） 

神明神社氏子会への協力  秋季例大祭等への協力 

町内会員の加入促進  100%加入を目指します。 

町内会ホームページの利便性向上  スマホで見やすい画面への変更 

 

 寿会のお知らせ  第二寿会  会長 牧野 明夫 

寿会では毎月一回、定例会を行っています。定例会では町内会、区老連の情報を出しています。 

また、当月の誕生月の方々に鉢花プレゼントをしてお祝いしています。その後カラオケで楽しんでいます。 

そして年 3回の行事 総会、親睦会、敬老会ではお弁当を出して皆さんで一緒に食事を楽しんでいます。 

その他に町内会の行事として、納涼祭や、12月末の歳末夜警に参加しています。 

また、青年部花見会、こども会どんと焼きにも参加しています。 

区老連の行事として、演芸大会、作品展、スポーツ大会などがあって多数の参加があります。 

区老連にはサークル活動があり、今はパークボールと社交ダンスに希望者が多いです。 

寿会では、楽しく遊び、楽しく身体を動かすことをモットーに活動しています。 

寿会に入会されて一緒に楽しみませんか？ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588554968/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9zb3phaS8xMDM4OTIv/RS=^ADBe5C4XiYdmiLa808NJtsSOFytzgI-;_ylt=A2RCMZFYG65eBQkACw0dOfx7


 下作囃子連が川崎市無形民俗文化財に認定される 民生委員 荒川 陽司 

下作延神明神社を拠点として江戸時代から受け継がれてい

る『下作囃子連』（しもさくはやしれん）が昨年 11 月に川崎市

無形民俗文化財に認定されました。 

お囃子は同じ曲目であっても連が違うと違う音曲となるほどに口

伝により、正に見て、聞いて覚える手法で伝承されているもので

す。現メンバーの演奏を一旦 CD 録音するなどその保存に努め

ておりますが、後継メンバーの募集が喫緊の課題となっておりま

す。現在実行人数は 5 名で毎週月曜日の２０時からリーダー

の木所晴美さん宅（下作延４-７-１３ 木所サイクルの隣

り）で練習を重ねています。どなたでも見学できますのでどうぞお

越しください。 

 特別表彰 

今回、日頃から町内の清掃活動に尽力されている 

大塚北地区の河原兼治様に感謝状を贈らせていただきました。 

 退任・新任役員紹介 

部署 退任・新任 氏名 期間 

正安南副会長・体育部等 退任 野原 剛 ２０年 

環境衛生部・体育部等 退任 滑川 恵子 ４年 

総務部 退任 五十嵐 香子 ４年 

福祉部 退任 山澤 みよ子 ７年 

正安南副会長 新任 持木 志夫 ― 

体育部 新任 佐藤 裕 ― 

子ども会 新任 林 文憲 ― 

青少年指導員 新任 山川 富義 ― 

交通部 新任 岩上 雅博 ― 

防災部 新任 伊勢 一夫 ― 

 子ども会新年度を迎えて        育成会 会長 平山 桂悟 

日頃より子ども会活動にご理解ご協力を頂き有難うございます。さて、新年度を迎えましたが、皆様には大変

残念なご報告をさせて頂きます。現在発生している新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け、今後予定し

ておりました下記イベントについて中止を決定いたしました。たくさんの子ども達をはじめ参加者、関係者の健康と

安全面を第一に考慮した結果となりました。楽しみにして下さった皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解

をいただきますようお願い致します。 

6月：バーベキュー大会、7月：日帰りバス旅行（中止） 

子ども会には、年会費：1,000円（安全会加入費含む）で、町内在住の未就学生から中学生までのお子

様が加入できます。    お問い合わせメールアドレス：shimosakukodomo@gmail.com 


