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日付
回
覧 名前

平成30年10月5日

牛久保東町内会

平成30年10月度組長会議資料

・町内会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://ushikubohigasi.wordpress.com/

ushikubohigashi.net で検索して下さい

(平成 25年 12月制定)

Ⅰ 議題

１ ｢戸別共同募金運動｣にご協力下さい（総務部）

10月 1日から全国一斉に「共同募金(赤い羽根募金・年末たすけあい募金)運動)」
が展開されます。当町内会では今年も組長の皆様にご協力をいただき、各戸に募金

袋(封筒)をお配りしますので、下記枠内記載の目安額を参考に 10 月中の募金にご
協力下さい。募金は任意ですが募金の趣旨をご理解いただき、是非多くの皆様のご

協力をお願いします。

なお、共同募金の趣旨や税制上の優遇措置及び平成 29年度の共同募金額と使途、
平成 30年度の寄付金配分計画等については、各戸に配付するチラシ「共同募金 2018
都筑区(地域版)」と 回覧の「あかいはね」をご覧下さい｡

また、当町内会では組長による領収証の発行は行っておりません。領収証の必要

な方は総務部が対応しますので、募金の際組長にお申し出下さい。

なお、組長は集めた募金袋は開封せず、そのまま募金袋と一緒にお渡ししたレジ

袋に入れて 11月 4日(日)までに代表組長へお届け下さい。
また、代表組長に届けられた募金袋は、11 月 5 日(月)の組長会議開催前の午後 7

時 20 分から町内会館１階の会議室で受付ますので、お手数ですが組長から届けら
れた募金袋をその状態のままご持参下さい。当日は受付が混みあいますので時間に

余裕をもってお出かけ下さい。

なお、募金の集計は総務部で行ない集計結果は 12 月の会議資料で報告します。

《募金の目安額》 ① 赤い羽根募金 1世帯当り 255円

② 年末たすけあい募金 1世帯当り 200円

https://ushikubohigasi.
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Ⅱ-(1) 報告・依頼事項

《 ① 牛久保東町内会関係》

1 「牛久保東ささえあい対象者(災害時要援護者)」の自宅訪問について

(町の防災組織総務班)

当町内会では大地震のような大規模災害が発生した場合、ひとりで避難するのが

困難なので手助けして欲しいと希望された、いわゆる「災害時要援護者」が 10月 1
日現在 17名登録されています。
町内会では共助の一環としてこれら災害時要援護者を毎年１回担当の役員が安否

確認を兼ねて自宅を訪問しています。

今年度は次により訪問しますので、指名された役員の皆さんはご協力下さい。訪

問要領については別途指名役員宛に文書で依頼します。

(1) 訪問対象者 登録されている 17名
(2) 訪問役員 指名役員(2名編成)
(3) 訪問期間 平成 30年 10月中
なお、下記の要件に該当される方で新たに登録を希望される方は総務部の宮本部

長(090-6945-2739)または高橋副部長(080-5185-6216)までお知らせ下さい。

【登録者の要件】

次の、①～③の条件を全て満たす方を対象とします。

① 牛久保東町内会に加入している世帯の方

② 次のいずれかに当てはまる方

ア 高齢者(満65歳以上)のうち、ひとり暮らしの方、寝たきりの方、

高齢者のみの世帯の方

イ 障害者手帳をお持ちの方(年齢制限はありません)

③ 災害時に自力避難が困難で、安否確認や避難時支援を希望される方

２ ｢けやき広場の花壇｣を植え替えますのでご協力下さい(ハマロード・サポーター)

一丁目の｢けやき広場｣に設置している花壇を、次の日程で整理し冬花への植え替

えを行いますので皆さんのご協力をお願いします。作業時間は両日とも 1 時間程度
を予定しています。

ご協力いただける方は作業開始時間までに軍手持参でけやき広場にお集まり下さ

い。ご不明な点は篠原代表(電話：591-1098)までお尋ね下さい｡
(1) 11月 4日(日) 午前 9時 《雨天時：11日(日)同時刻》

サルビア・マリーゴールド・ベコニアの撤去と、施肥、整地、周辺清掃を

行います。スコップなどの用具をお持ちの方はご持参下さい。

(2) 11 月 18 日(日) 午前 9 時
パンジー、ビオラなど約 500株の植え付けと花壇周辺の整理を行いますので、
園芸用シャベル(移植ごて)などの用具をお持ちの方はご持参下さい。

なお、業者から前日に花の苗が納品されるため小雨でも実施しますが、雨の

降り方が作業に支障を及ぼすような場合は翌 19日(月)同時刻に延期します。
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３ ｢牛久保東町内会家族大運動会｣は大盛況でした（体育部長 嶋内広之）

町内家族大運動会は前日までの雨が上がった 9 月 16 日(日)に、中川小学校校庭
で無事実施され大盛況でした。ご参加いただいた方たちは皆本気を出して競技に取

り組んでおられました。

今年も防災意識向上のため初期消火用ホースを使用した競技を取り入れました。

参加者にも防火・防災意識を高めていただけたものと思います。これを機に町内会

区域を歩く際に初期消火箱(赤色の箱)や消火栓の位置を見つけながら歩いてみるの

も楽しいかもしれませんね。

中川小学校の先生方にも自転車のリムを棒で回しながら走る「思いで」競技とリ

レーにご参加いただきましたが、ぶっちぎりの成績で優勝をさらわれてしまいまし

た。来年は一矢報いたいと思います。

昨年に続き今年も三連休中の開催となりましたので、参加者は 350 名程に留まり
ましたが、参加者は複数の競技に参加され、沢山の賞品を持ち帰っていただきまし

た。来年は更に多くの皆様にご参加いただけるよう魅力ある運動会を目指したいと

思います。

朝早くからご協力いただきました組長、役員、担当部員の皆様に厚くお礼申し上

げます。有り難うございました。

熱戦の結果は次のとおりです。優勝された皆様、おめでとうございます。

◆ 総合優勝 赤組(270点)
準 優 勝 青組(250点)
第 3 位 黄組(240点)
第 4 位 白組(210点)

◆ 組別対抗リレー 小学生の部 優勝 黄組

一般の部 優勝 青組(中川小学校チームを除く)

４ 敬老会は多くの方にご参加いただき盛会でした(総務部・年輪会)

9月 17日(敬老の日)の午後 1時 30分から、中川小学校の体育館で町内会の敬老
会を開催しました。降雨は免れましたが 30 ℃を超える蒸し暑さの中自主申告いた
だいた満 70 歳以上の敬老対象者 224 名のうち 117 名と役員や関係者等延べ 140 名
の方にご出席いただき、盛大に開催することができました。

今年のアトラクションは柳亭市楽さんの落語、子どもたちのうた、加藤加代子フ

ラメンコ教室の皆さんによるフラメンコ、そしてフィナーレは三川たけし(二丁目

の深川武夫)さんにもご出演いただいた、浜小夏さんの舞踊歌謡ョーでお楽しみい

ただきました。

なお、敬老対象者の皆様には町内会から記念品としてお菓子をお贈りしましたが、

敬老会の欠席者には民生委員児童委員、保健活動推進員の皆様にご協力をいただき

ご自宅にお届けしました。
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５ 専門部・委嘱委員(員)の活動予定（10月中）

【共通事項】

10月 7日(日)・8日(祝)の｢祭礼行事｣は役員も全員が実行委員として行事を支援します。
また、子供達の思い出に残るお祭りにしたいとの思いから今年も文化部・体育部・女性部

・子供会・家庭防災員等が協力して午後３時からなつみかん公園で模擬店を開店します。

① 総 務 部 1) 10/1現在の会員数 1,249名（前月比－ 3 ）

2) 10/13(土)10:00 町の防災組織初期消火訓練(初期消火箱の取扱い)

② 広 報 部 1) 10月中随時 ポスター等掲示物の掲出と掲示板･のぼり旗等の巡回管理

③ 文 化 部 1) 10/7(日)・10/8(祝) 牛久保東町内会祭礼行事を統括

④ 体 育 部 1) 10/6・ 10/20・ 11/3 卓球練習日(19:00～ 21:00 中川小学校体育館)

2) 10/13(土)10/27(土) バトミントン練習日(13～ 16:00 同上体育館) ※中学生以上

3) 10/13(土)10/28(日) グランドゴルフ練習日(13:00～ 16:00 中川小学校校庭)

⑤ 女 性 部 1)

⑥ 道 路 交 通 部 1)
⑦ 防 犯 防 火 部 1) 10月中 徒歩班・青パト隊による防犯パトロール(週 1回)

2) 10/13(土)10:00 町の防災組織初期消火訓練

3) 10/14(日)15:00 安全・安心まちづくり旬間青パト出陣式(都筑区役所他)

⑧ 子 供 会 1) 10/7(日) 14:30 町内会祭礼宵宮でちびっ子腕相撲大会(なつみかん公園)

2) 10/8(祝) 8:30 町内会祭礼本宮で子供神輿･山車の巡行

3) 10/14(日)10:00 定例会(町内会館)

⑨ 年 輪 会 1) 毎週火・木・土 午前 7時からラジオ体操(ひめりんご公園) ※参加自由

2) 10/2(火) 10:00 第 4回おしゃべり会(古梅地蔵堂)
3) 10/4(木) 13:30 中川老人クラブ連合会定例会(まちづくり館)

4) 10/5(金) 19:00 年輪会理事会(町内会館)

5) 10/12(金) 8:00 中川老人クラブ連合会グランドゴルフ大会(神無公園)

6) 10/22(月) 7:30 都筑区老人クラブ連合会グランドゴルフ大会(東方公園)

7) 10/30(火)10:00 都筑区老人クラブ連合会芸能福祉大会(都筑公会堂)

⑩ 環境美化部 1 ) 10/6 (土) 8:00 町内一斉清掃日(雨天時:14日(日)同時刻)
2) 10/14(日) 8:00 遊歩道清掃(担当一丁目 雨天中止）

3) 10/21(日) 8:00 遊歩道清掃(担当二丁目 雨天中止）

4) 10/28(日) 8:00 遊歩道清掃(担当三丁目 雨天中止）

5) 10/28(日)18:00 部会(町内会館)

⑪ 青少年指導員 1) 10/21(日) 8:45 中川連合グランドゴルフ大会運営支援(牛久保西公園グランド)

2) 10/27(土)19:00 定例会(都筑小学校)

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 1) 10/21(日) 8:45 中川連合グランドゴルフ大会運営支援(牛久保西公園グランド)

⑬民生委員児童委員 1) 10/1(月) 14:50 赤い羽根街頭募金(中川駅構内外)

2) 10/2(火) 14:00 保護司会･更生保護女性会合同研修会(かけはし都筑)

3) 10/4(木) 11:00 中川地区社協主催おたのしみ会食会(中川地域ケアプラザ)

4) 10/13(土)10:00 町の防災組織初期消火訓練 (初期消火箱取扱い)

5) 10/13(土)14:00 社会福祉協議会運営委員会(中川地域ケアプラザ)

6) 10/20(土) 8:45 中川小学校運動会

7) 10/21(日) 社会福祉協議会 福祉農園(JAグランド)
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8) 10/22(月)13:30 社会福祉協議会・民生委員主任児童委員会定例会(中川地域ケアプラザ)

⑭環境事業推進委員 1） 10月中随時 ごみ集積場所の巡回点検・補修

⑮保健活動推進員1) 10/11(木)10:00 「赤ちゃん会」の手伝い(休日急患診療所)

2) 10/19(金)13:30 都筑区民まつりの打合せ(都筑区役所)

⑯消費生活推進員 1)

⑰家庭防災員代表 1) 10/1(月) 家庭防災員活動計画・活動報告会議

2) 10/13(土) 町の防災組織初期消火訓練

６ 広報紙の仕訳当番(広報部)

11月分の広報紙の仕分け作業は、次の役員にご協力をお願いします。
仕分け日時 担 当 者

11月2日(金) 外園特別会計 白石防犯防火部長 津久井防犯防火部副部長

午後6～7時 西島防犯防火部副部長 浅川民生委員児童委員 川上民生委員児童委員

中丸民生委員児童委員

７ 町内会館の清掃当番(総務部)

10 月の清掃当番は次の班にご協力をお願いします。ご都合で参加できない場合は
事前に責任者に連絡して下さい。
実施日時 班 別 責 任 者 担 当 者
10月14 日 6班 高橋総務部副部長 小川総務部副部長 岩崎(勝)環境事業推進委員
(第2日曜日）（10人） (593-9013) 岩崎(規)環境事業推進委員 水谷保健活動推進員

午前9時 津久井消費生活推進員 川﨑家庭防災員代表
岡崎35組々長 小川36組々長
安田37組々長

10月28日 1班 白石防犯防火部長 森文化部副部長 劉文化部副部長
(第4日曜日）（10人） (591-8788) 白井体育部副部長 川端環境美化部副部長
午前9時 田口スポーツ推進委員 中丸民生委員児童委員

逢坂38組々長 林39組々長
丸山40組々長

８ 主な日程

《10月》

･10月 2日(火) 午前10時から年輪会第4回おしゃべり会(古梅地蔵堂)

･10月 2日(火) 午後8時から10月度役員会議

･10月 5日(金) 午後8時から10月度組長(代表組長)会議

･10月 6日(土) 午前8時から町内一斉清掃日 (雨天時:14日(日)) ※繰り上げ実施

･10月 7日(日) 牛久保東町内会祭礼(宵宮)

◆ 午後2時30分 ちびっ子腕相撲大会(なつみかん公園)

◆ 午後3時00分 模擬店開店(なつみかん公園)

◆ 午後6時00分 芸能大会(なつみかん公園)

･10月 8日(祝) 牛久保東町内会祭礼(本宮)

◆ 午前8時30分 子ども御輿と山車の町内巡行

･10月 8日(祝) 新聞・古布・牛乳パックのツキイチ戸口回収日【第二月曜日】

･10月12日(金) 第5回中川老連グランドゴルフ秋期大会(神無公園、雨天時:15日(月))
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･10月13日(土) 午前10時から町の防災組織初期消火訓練(雨天時:27日(土))

･10月14日(日) 午後1時から下期町内会グランドゴルフ大会 (雨天時:11月4日(日))

･10月14日(日) 午後3時から「安全・安心まちづくり旬間」出陣式(都筑区役所他)

･10月17日(水) 第12回中川連合町内会チャリティゴルフ大会(富士国際ゴルフ倶楽部)

･10月21日(日) 中川連合グランドゴルフ大会(牛久保西公園グランド、雨天:中止)

《11月》

･11月 2日(金) 午後8時から11月度役員会議

･11月 3日(祝) 午前10時から都筑区民まつり中川連合町内会ブース模擬店当番

･11月 4日(日) 午前8時から町内一斉清掃日 (雨天時:11日(日))

･11月 4日(日) 午前9時からけやき広場の花壇整備(雨天時:11日(日))

･11月 5日(月) 午後8時から11月度組長(代表組長)会議

･11月12日(月) 新聞・古布・牛乳パックのツキイチ戸口回収日【第二月曜日】

･11月12日(月) 午後2時からグループホーム春風の丘と「消防応援協力協定」

に基づく合同消防訓練

･11月18日(日) 午前9時からけやき広場花壇の花の植え替え(荒天時:19日(日))

･11月18日(日) 午前10時から中川小学校地域防災拠点訓練打合せ(副班長以上)

･11月21日(水) 第46回牛久保東チャレンジゴルフカップ(上総モナークカントリークラブ)

･11月25日(日) 午前9時から町の防災組織訓練・要援護者安否確認訓練

･11月25日(日) 午前9時30分から中川小学校地域防災拠点訓練

９ 回覧内容

(1) 共同募金運動を進めるために あかいはね

(2) 平成 30 年度高齢者インフルエンザ予防接種のご案内
(3) 「ブロック塀等改善事業」を創設します
(4) 横浜市生活交通バス路線 318系統バスに乗って歩こう(利用促進 PR)
(5) 講演会&コンサート『特異を得意にかえて』 ～自閉症のピアニスト～

小柳 拓人 氏

(6) 中川西地区センターだより 10月号(62号)
(7) 中川地域ケアプラザ新聞 10月号
(8) 健康講話 腰痛のそこが知りたい！ ～改善・予防の実技を交えて～

(9) 中川中学校コミュニティハウスだより

(10) 北山田地区センターだより 2018秋号
(11) つづき地域活動ホームくさぶえからのお知らせ
(12) 学校だより 中川小学校 10 月号、中川中学校 10月号(225号)
(13) 横浜市通所型支援拠点活動(スローカフェ都筑)が中川ではじまります！
(14) ヒト モノ オモシロイコトが、つながるマルシェ！ プレ～つなマル

(15) しんとし病院の院内教室ご案内･体験型運動教室

《 ② 中川連合町内会関係》 ～中川連合町内会｢ 9月定例会｣の結果報告です～
(9月25日開催)

今月は報告･依頼事項ありません。


