
- 1 -

※ 熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です(回覧チラシをご参照下さい)。

日付
回
覧 名前

令和元年6月5日

《町内会シンボルマーク》 牛久保東町内会

令和元年6月度組長会議

【町内会ホームページ】

https://ushikubohigashi.wordpress.com/

ushikubohigashi.net で検索して下さい

Ⅰ 議題

１ ｢牛久保東町内会夏まつり｣実施計画(案)の検討について（文化部）

関係部と調整し別冊のとおり｢夏まつり実施計画(案)｣を取りまとめましたのでご

検討下さい。なお、実施計画案の確定は 7 月 5 日(金)に開催する７月の組長会議を
予定しており、実施計画は 7月度回覧で会員の皆様にお知らせします。
(1) 開催日時 令和元年 8 月 3 日(土) 午後 4 時～午後 9 時

（予備日：8月 4日(日)）
(2) 開催場所 中川小学校校庭

(3) 実施体制 役員と組長で実行委員会を設置し実施します。

Ⅱ-(1) 報告・依頼事項

《① 牛久保東町内会関係》

１ ｢令和元年度赤十字募金｣にご協力をお願いします（総務部）

日赤都筑区地区委員会の依頼に応じて、当町内会も赤十字募金活動に協力します。

組長のご協力をいただき今月(6 月中)各戸に募金袋(封筒)をお届けしますので、募
金目安額【1 世帯あたり 200 円】を参考にご協力をお願いします｡
なお、赤十字活動や活動資金の使途等については回覧の小冊子｢わたしたちの神奈

川だから～活動資金へのご協力をお願いいたします～｣とチラシをご参照下さい。

また、当町内会では募金時に領収証の発行は行いません。領収証の必要な方は総

務部が集計後に事務処理しますので、募金の際組長にお申し出下さい。後日組長経

由で領収証をお届けします。

なお、組長の皆様にはお手数ですが、回収した募金袋は開封せずそのままの状態

で配付したポリ袋に入れ､7月3日(水)までに代表組長へお届け下さい。

https://ushikubohigasi.
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組長から届けられた募金袋の受付は 7 月 5 日(金)の午後 7 時から町内会館１階の
会議室で行います。ご面倒をおかけしますが代表組長は組毎に区分しお持ち下さい。

午後 8時近くは受付が混み合いますので、時間に余裕をもってお持ち下さい。
ご不明な点は高橋総務部長(080-5185-6216) にお尋ね下さい｡

２ ｢令和元年度都筑区社会福祉協議会賛助会員｣募集のお願い(民生委員児童委員)

都筑区社会福祉協議会から依頼のありました社会福祉協議会賛助会員の募集を 6
月と 7 月の 2 か月間で行いますので、次によりご協力をお願いします。社会福祉協
議会の活動や賛助金の使途については回覧チラシをご参照下さい。

なお、代表組長はブロック内の組長から賛助金が届きましたら 7 月または 8 月い
ずれかの組長会議の時に民生委員児童委員にお渡し下さい。いただいた個人情報は

賛助金の募集事務以外には使用しません。

(1) 賛助会費 ※ 口数は何口でも結構です

個人：年額１口 1,000 円 法人：年額１口 5,000 円
(2) 募集方法

① ご協力いただける方はお手数ですが賛助金に住所と氏名を添えて組長にお届

け下さい。今回から「受領書」をお渡しすることになりますが、領収証の必

要な方はお申し出にいただければ後日お届けします。

② 振込をこ希望される方はお近くの民生委員児童委員までご連絡下さい。

ご不明な点は浅川民生委員児童委員(℡：090-3130-0575)にお尋ね下さい。

３ 令和元年・2年度の｢町の防災組織｣及び｢中川小学校地域防災拠点運営委

員｣の指名について (総務部、町の防災組織総務班)

大地震が発生した場合、当町内会では総力を挙げて共助の取組みを行いますが、

令和元年度及び 2 年度の「町の防災組織」は 8 頁に、また、「中川小学校地域防災
拠点運営委員」は 9 頁記載のとおり指名させていただきます。関係の皆様には特
段のご理解とご協力をお願いします。

なお、発災時は次により対応していただきますが、ご不明な点は髙橋総務部長

(080-5185-6216)へお尋ね下さい。
(1) 町の防災組織関係者

「都筑区内で震度5弱以上」の地震が観測された場合、正副本部長と総務班及

び各班の班長は家族と自宅及び近隣の安全を確認した後、町の防災組織災害対

策本部が設置される町内会館に速やかにご集合下さい。

また、情報収集・避難誘導・初期消火・救出救護・給食給水班の班員は事前

に指定されている「いっとき避難場所(公園)」に自動的に参集し、本部または

班長の指示を受けて当初は情報集活動等にご協力下さい。

(2) 中川小学校地域防災拠点運営委員

「横浜市内のどこか1箇所で震度5強以上」の地震が観測された場合、市内の全

ての避難所が開設されますので家族と自宅及び近隣の安全を確認した後、中川小

学校に速やかに自動参集し委員長または所属班長の指示を受けて防災拠点(避難

所)の開設準備にご協力下さい。



- 3 -

４ ｢第47回牛久保東チャレンジゴルフカップ｣の開催結果(牛久保東ゴルフ同好会)

5月 15日(水)に三島ゴルフ倶楽部で開催した第 47回牛久保東チャレンジゴルフ
カップは、17名の方にご参加いただきました。上位入賞者は次の方々です。
なお、次回(48 回)大会は 11 月 20 日(水)に開催することが決まりました。詳細は

後日改めてお知らせしますが多くの方のご参加をお待ちしています。

□ 優勝 寺越祐子さん □ 準優勝 寺越 満さん □ 第３位 玉井健一さん

□ ベストグロス賞 玉井健一さん(83ストローク)

５ 上期町内会グランドゴルフ大会の開催結果(体育部長 嶋内広之)

5 月 19 日に(日)中川小学校の校庭で町内会の上期グランドゴルフ大会を開催し
ました。44名(男性 26名・女性 18名)の方にご参加いただき、参加者は終始和やか
な雰囲気の中で日頃の練習の成果を発揮されていましたが、コース設定が難しく、

校庭も固く皆様スコアメイクに苦慮されていました。

また、天気が心配で少しせわしない大会となりましたが、皆様楽しそうにプレイ

されていました。大会の運営にご協力いただきました皆様有り難うございました。

この大会は町内会員であれば誰でも参加いただけますし、用具も体育部で準備し

ていますので下期(秋)の大会も是非、大勢の方にご参加いただきたいと思います。

なお、大会の上位入賞者は次のとおりです(数字は２試合の合計スコア)。

上 位 入 賞 者 (敬称略)

競 技 区 分 優勝 準優勝 ３位

一般男子の部 安藤 一雄 (38) 川崎 貞二 (39) 安藤 法夫 (42)

一般女子の部 長澤 節子 (39) 北野 ハツエ (42) 長澤 二久子 (42)

※ 北野さんと長澤さんは同スコアでしたが大会ルールで記載の順位となりました。

６ 専門部・委嘱委員(員)報告（6月中）
① 総 務 部 1) 6/1現在の会員数 1,241世帯（前月比＋ 3)
② 広 報 部 1) 6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)

④ 体 育 部 1) 6/1・6/15・7/6 卓球練習日(中川小学校体育館 19:00～ 21:00)

2) 6/8・6/22・7/6 バトミントン練習日(中川小体育館 13:00～ 16:00) ※中学生以上

3) 6/1(土)・7/6(土) グランドゴルフ練習日(中川小学校校庭 13:00～ 16:00)
⑤ 女 性 部 1)
⑥ 道 路 交 通 部 1) 6月中 二輪車交通事故防止強化月間及び暴走族追放強化月間

2) 6/3(月)16:00 同上強化月間キャンペーン(センター北駅周辺)

3) 6/5(水)14:00 都筑交通安全協会本部総会(都筑区役所)

4) 6/21(金)18:00 都筑交通安全協会母の会意見交換会

⑦ 防 犯 防 火 部 1) 6月中 徒歩班・青パト隊による防犯パトロール(毎週 1回)
⑧ 子 供 会 1) 6/9(日)10:00 定例会(町内会館)

2) 6/23(日)14:00 子供会ファミリーまつり(子供会会長宅)

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) ※どなたも参加自由

2) 6/3(月) 8:30 中川地区老人クラブ連合会グランドゴルフ大会(神無公園)

3) 6/5(水) 7:00 中川地区老人クラブ連合会バス旅行(鉾田メロン狩りほか)



- 4 -

4) 6/7(金) 13:30 中川地区老人クラブ連合会定例会(まちづくり館)

5) 6/10(月)20:20 年輪会理事会(町内会館)

6) 6/30(日)13:00 年輪会グランドゴルフ大会(中川小学校校庭)

7) 7/2(火) 10:00 区老連カラオケ大会(都筑公会堂) ※土田勇・安藤智子さん出場

⑩ 環境美化部 1) 6/2(日) 8:00 町内一斉清掃日《雨天時：9日(日)同時刻》
2) 6/2(日) 9:00 けやき広場花壇の整備《雨天時：9日(日)同時刻》

3) 6/9(日) 8:00 遊歩道清掃(担当一丁目:さくらんぼ公園に集合)〈雨天中止〉

4) 6/16(日) 8:00 遊歩道清掃(担当二丁目:ひめりんご公園に集合)〈雨天中止〉

5) 6/16(日) 9:00 けやき広場花壇の花の植え替え《荒天時：翌日同時刻》

6) 6/23(日) 8:00 遊歩道清掃(担当三丁目:なつみかん公園に集合)〈雨天中止〉

⑪ 青少年指導員 1) 6/16(日) 青少年育成講座(研修会)

2) 6/29(土) 定例会(都筑小学校)

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 1) 6/9(日) 都筑区グランドゴルフ大会の運営支援

⑬民生委員児童委員 1) 6/8(土) 中川地区地域懇談会(中川地域ケアプラザ)

2) 6/12(水) ０歳児地域育児教室「赤ちゃん会」開催協力(休日急患診療所)

3) 6/14(金) 中川中学校体育祭

4) 6/15(土) 社会福祉協議会運営委員会(中川地域ケアプラザ)

5) 6/15(土) 中川地区地域懇談会研修反省会(中川地域ケアプラザ)

6) 6/21(金) 民生委員児童委員協議会定例会(中川地域ケアプラザ)

7) 6/21(金) 社会福祉協議会定例会(中川地域ケアプラザ)

8) 6/24(月) 都筑区民児協個人情報保護全体研修(都筑区役所)

⑭環境事業推進委員(1) 6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)

⑯消費生活推進員(1) 6/6(木) 13:30 研修会｢消費者トラブルの未然防止に向けて｣(開港記念会館)

⑰家庭防災員代表(1)

７ 広報紙の仕分け当番（広報部）

７月分の広報紙仕分け作業は次の役員さんにご協力をお願いします。

仕分け日時 担 当 者

７月2日(火） 長澤子供会会長 河野子供会副会長、川崎環境美化部長

午後6～7時 辻環境美化部副部長、川端環境美化部副部長、磯田環境美化部副部長

早川環境美化部副部長

８ 町内会館の清掃当番(総務部)

6 月の清掃当番は次の方々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

6月 9日 2班 嶋内体育部長 石野広報部副部長、平山体育部副部長

(第2日曜日）（10人） (080-4361-9932) 宮村女性部長、安藤道路交通部副部長

午前9時 河野子供会副会長、磯田環境美化部副部長

髙橋8組々長、諸星 10組々長、七尾 11組々長
6月23日 3班 池上広報部長 常澤総務部副部長、小川総務部副部長

(第4日曜日） (10人） (090-5770-8207) 髙橋女性部副部長、土田道路交通部長

午前9時 長澤子供会会長、西島防犯防火部副部長

篠原 12組々長、青木13組々長、三谷13組組長
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９ 主な日程

《6月》

･6月 2日(日) 午前8時から町内一斉清掃日〈雨天時：9日(日)〉

･6月 2日(日) 午前9時からけやき広場花壇の整備 【雨天時:9日(日)】

･6月 2日(日) 午後8時から6月度役員会議

･6月 3日(月) 午前8時30分から中川老人ｸﾗﾌﾞ連合会グランドゴルフ大会(神無公園)

･6月 5日(水) 午後8時から6月度組長(代表組長)会議

･6月 8日(土) 午後2時から中川連合地域懇談会(中川地域ケアプラザ)

･6月 9日(日) 午前9時から21回都筑区グランドゴルフ大会(ＪＡきたグランド)

･6月10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】

･6月16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:17日(月)】

･6月24日(月) 午後7時30分から第1回中川小学校地域防災拠点運営委員会

･6月30日(日) 午後1時から年輪会グランドゴルフ大会(中川小学校校庭)

《7月》

･7月 2日(火) 午前10時から都筑区老連カラオケ大会(都筑公会堂)

･7月 2日(火) 午後8時から7月度役員会議

･7月 5日(金) 午後8時から7月度組長(代表組長)会議

･7月 7日(日) 午前8時から町内一斉清掃日 【雨天時:14日(日)】

･7月 8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】

･7月13日(土)～20日(土)ＪＡ横浜都筑中川支店に期日前投票所開設

(投票時間 午前9時30分～午後8時)

･7月14日(日) 31回中川連合グランドゴルフ大会(牛久保西公園グランド) ※予備日なし

･7月21日(日) 参議院議員通常選挙投票日(午前7時～午後8時)

10 回覧内容

(1) 熱中症とは？ 《予防のポイント、子供・高齢者の特徴》

(2) わたしたちの神奈川だから～赤十字活動資金にご協力お願いします～

(3) 都筑区社会福祉協議会平成元年度賛助会員加入(募集)のお願い

(4) 横浜市交通安全協会自転車会入会および自転車保険加入のご案内

(5) 中川西地区センター体育室改修工事に伴う体育室利用不可と駐車場一部閉鎖の

お知らせ

(6) 横浜市無形民俗文化財指定 南山田虫送り行事のご案内

(7) 横浜環状北西線広報紙 ほくさいせん 第13号

(8) 中川地区社会福祉協議会だより 第15号

(9) 中川地域ケアプラザ新聞 6月号

(10) 北山田地区センターだより 2019夏号

(11) 介護予防週間 つづきde元気

(12) つづき地域活動ホームくさぶえからのお知らせ

(13) 学校だより 中川小学校 6月号、中川中学校 6 月号

(14) しんとし健康セミナー&運動教室
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《 ② 中川連合町内会関係》 ～中川連合町内会｢ 5月定例会｣の結果報告です～
(5月25日開催)

１ 「平成30年度中川連合町内会総会｣の開催結果

当町内会が加入している中川連合町内会(近隣の 7町内会で構成)の平成 30年度
総会が、5 月 25 日(土)午後２時からＪＡ横浜都筑中川支店２階会議室で、森長こ
ども家庭支援課長、井澤中川地域ケアプラザ所長を来賓に迎えて開催されました。

当町内会からは正副会長等 6名が代議員として出席しました。
総会では平成 30 年度事業報告及び収支決算書の承認について(第 1 号議案)、令
和元年度事業計画案及び収支予算案について(第 2 号議案)、役員改選の承認につ
いて(第 3号議案)の 3議案が審議され、いずれも原案どおり可決承認されました。
なお、承認された令和元年・２年度中川連合町内会役員は下表のとおりです。

また、総会終了後森長こども家庭支援課長から、広報よこはま 4 月号に掲載さ
れた本年度の「都筑区個性ある区づくり推進費(自主企画事業費)の主な内容につ

いてと、都筑区内で実施される主な事業について説明がありました。

なお、区内で行われる本年度の事業内容は｢広報よこはま都筑区版 6 月号(6・7
ページ)」に記載されていますのでご覧下さい｡

令和元年・２年度中川連合町内会役員 (敬称略)

役職名 氏名 再・新任別

会長 木下 均(牛久保西町内会長) 再任

副会長・会計 松澤 宏(あゆみが丘町内会長) 再任

副会長・総務 宮本 毅(牛久保東町内会長) 新任

副会長・中川地区社会福祉協議会長 金子 修(中川東町内会長) 再任

副会長 山田勝保(牛久保町内会長) 再任

副会長 植田克義(中川西町内会長) 再任

副会長 吉野昭二(大棚町内会長) 新任

監事 安藤成人(前牛久保東町内会長) 新任

監事 牛久泰好(前大棚町内会長) 新任

２ 令和元年度 中川連合町内会レクリェーション活動等の日程について

総会においてレクリェーション活動の日程が次のとおり決定されました。

(1) 第 21回都筑区グランドゴルフ大会
6月 9日(日) (予備日: 16日(日)) JA横浜きたグランド
《あゆみが丘・中川西・牛久保東町内会の各 1チームが連合代表として出場》

(2) 中川連合グランドゴルフ大会
・第 31回大会 7月 14日(日) (予備日なし) 牛久保西公園グランド

・第 32回大会 10月 20日(日) (予備日なし) 牛久保西公園グランド

(3) 都筑区民まつり連合町内会模擬店出店協力

11月 3日(祝) (担当:大棚町内会)
(4) 第 26回子どもチャンピオン大会

2月 23日(日) 都筑小学校

(5) 中川連合町内会チャリティゴルフ大会

9月 26日(木) 富士国際ゴルフ倶楽部 (担当: 大棚町内会)
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副班長 副班長 副班長

※ 災害対策本部は正副会長及び各班班長をもって構成する(総務班副班長は事務担当)。

班長 川﨑　孝子

班員

長澤　　淳

（令和元年6月1日現在）

副班長

小川　佐恵子

佐藤　和子

給食給水班救出救護班

 班長 白石 高行 　　

女性部員

家庭防災員

浅川　弘子

石井　雅子

杉浦　五月

泉　　常子

高橋　もと子

白井　亮次

班員

 班長 岩﨑 勝久

岩崎　規男

二丁目担当

外園　千鶴子

班員

安藤　　博

令和元年・２年度 牛久保東町内会町の防災組織編成表(24名）

会長（災害対策本部長）

副会長（副本部長）

長澤　　豊

高野　　清

情報収集班 

総務班 

 班長　高橋　　満　

  班長　池上　利幸 

三丁目担当

初期消火班

副班長兼一丁目担当

避難誘導班

辻　　和彦

三丁目担当

川崎　貞二

  補佐  川本久美子

副班長兼一丁目担当

磯田　公夫

二丁目担当

 班長 土田　勇
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       令和元年・２年度 中川小学校地域防災拠点運営委員(総員27名)　

　　牛久保東町内会

【対策本部】  　   　　  ２名 　　　　　　　　　　　　　　(敬称略)

役職名 氏名 住所

宮　本　　　毅 牛久保東三丁目

山　﨑　進　一 牛久保東二丁目

【庶務班】 　 ５名

役職名 氏名 住所

  ○  会計・班長 川　上　　　清 牛久保東二丁目

       副班長 西　島　孝　弘 牛久保東二丁目

       班　員 津久井　昌弘 牛久保東二丁目

       班　員 石　野　恵　子 牛久保東一丁目

       班　員 常澤 　真理子 牛久保東二丁目

【情報班】 　 ６名

役職名 氏名 住所

 ◎  責任者 吉　富  　 　寛 牛久保東一丁目

 ○  班  長 梶　井　正　之 牛久保東一丁目

      副班長 千葉　　征五郎 牛久保東二丁目

      班　員 劉　 　  　　鋭 牛久保東三丁目

      班　員 田　口　　　等 牛久保東一丁目

      班　員 水谷 　いつ子 牛久保東一丁目

【救護班】 　    　 7名

役職名 氏名 住所

 ◎  責任者 山　田　耕　平 牛久保東二丁目

 ○  班  長 川　端　僚　二 牛久保東二丁目

      副班長 深　川　武　夫 牛久保東二丁目

      班　員 前　田　孝　司 牛久保東一丁目

      班　員 平　山　恒　明 牛久保東一丁目

      班　員 中　丸　友　子 牛久保東三丁目

      班　員 白　石　京　子 牛久保東一丁目

【食料物資班】   　 7名

役職名 氏名 住所

 ○ 班  長 嶋　内　広　之 牛久保東一丁目

     副班長 河野　　 　　健 牛久保東二丁目

     班　員 早川　　　寿一 牛久保東一丁目

     班　員 宮村  　ケサエ 牛久保東二丁目

     班　員 津久井　喜代子 牛久保東二丁目

     班　員 森        　好子 牛久保東一丁目

     班　員 髙橋　  　　ミエ 牛久保東一丁目

              (令和元年６月１日現在)

  ※ この名簿は防災拠点運営委員の活動以外には使用しません。

※第1回運営委員会
(6/24)で役職名決定


