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日付
回
覧 名前

令和元年11月5日

《町内会シンボルマーク》 牛久保東町内会

令和元年11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 ｢中川小学校地域防災拠点訓練｣と連携した｢町の防災組織訓練｣と｢要援護

者安否確認訓練｣を行います（総務部･町の防災組織総務班）

政府の地震調査委員会は、30 年以内に耐震性の低い建物が壊れる目安となる震度

6 弱以上の揺れに見舞われる確率を示した「全国地震動予測地図」を毎年公表して

いますが、昨年 6 月に発表した 2018 年版では横浜市の確率を 82%と公表しました。

震災の教訓が年々風化される中このような指摘を考えると、各家庭においては食

料や水の備蓄、トイレ対策、家具の転倒防止対策など減災に向けた「自助」の更な

る取り組みが強く求められる一方、町内会や隣近所間においても「共助」のための

取組みとその推進をより求められています。

そこで、11 月 24 日(日)に都筑区に震度 5 強の地震が発生したとの想定で「中川

小学校地域防災拠点訓練」が実施されますので、当町内会では本年度もこの防災拠

点訓練と連携し「町の防災組織訓練」と災害ボランティア等による「要援護者の災

害時安否確認訓練」を次により実施しますので、訓練の背景や趣旨をご理解いただ

き多くの方のご参加をお願いします。

《訓練種別と訓練概要》

(1) 町の(自主)防災組織訓練

訓練は 3 頁の｢令和元年度町の防災組織・防災拠点連携訓練実施計画｣により

実施します。

主な訓練項目は、① 町内会館に町の防災組織災害対策本部の開設、② 災害

対策本部員(町の防災組織各班班長以上)の自動参集、③ いっとき避難場所へ

の班員配置と情報収集活動に係わる各班の連携活動、④ 地域防災拠点までの

避難誘導、⑤防災拠点訓練への参加です。

なお、５頁記載の「町の防災組織員」は訓練に先立ち 3 頁の「連携訓練実施

https://ushikubohigasi.
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計画」及び４ 頁の「各班の役割と初動措置」を一読して、予め訓練趣旨、訓

練内容、役割分担等を確認のうえご参加下さい。

また、住民の皆さんは家庭内の安全を確認後、午前 9 時 10 分までに、町内

会が事前に指定している「いっとき避難場所(下記枠内参照)」にご集合下さい｡

なお、参加者は体育館用の上履きと靴を入れるビニール袋をご持参下さい。

【いっとき避難場所(集合場所)】

◆ 牛久保東一丁目居住者 さくらんぼ公園

◆ 牛久保東二丁目居住者 ひめりんご公園

◆ 牛久保東三丁目居住者 なつみかん公園

上記区分は原則です。近隣の公園へ集合していただいても結構です。

(2) 事前登録要援護者の災害時安否確認訓練

大規模地震の発生時を想定し、指名役員と災害ボランテイアの協力を得て事

前登録者の安否確認訓練を行います。ご協力いただく災害ボランティアには別

途文書で依頼しますが、訓練は６頁の「要援護者の安否確認訓練実施要領」に

基づき実施しますので事前にお目通し下さい。

(3) 地域防災拠点訓練への参加

町の防災組織訓練終了後、訓練参加者は引き続き町内会からの「避難者」と

いう想定で地域防災拠点訓練に参加していただきます。防災拠点では大棚町と

フォレストパーク四季彩の丘地区の避難者と合流し、拠点訓練に参加していた

だきますが、今回は主に仮設トイレの組立と救助・救出機資材の取扱い､避難

所の区割りスペースの確認をしていただきます。

防災拠点訓練は７頁の「防災拠点訓練実施計画」により実施します。防災拠

点運営委員(８頁「運営委員名簿」参照)は、家族・隣近所の安否を確認したら、

今回はいっとき避難場所には行かず直接「中川小学校」に自動参集し、運営委

員の班識別帽子を着用後班長等の指示を受けて行動して下さい。

犬を連れて訓練に参加される方は実災害時と同様に小学校の正門を入った左

側の「飼育小屋」周辺にリードロープで繋いで下さい。猫をお連れになる方は

「ケージ」を携行して下さい(避難場所にペットを入れることはできません)。

また、グループホーム「春風の丘」と「グリーンスペースみずほ」の参加者

は、受付終了後マニュアルに基づき校舎１階の「ランチルーム」に入室し、防

災拠点開設時の避難場所となることを体感していただいた後、体育館に合流し

て訓練に参加していただきますが、細部については訓練当日受付で庶務班の指

示を受けて下さい。なお、訓練参加者は転倒によるケガ予防のため、かかとの

高い靴での参加はご遠慮下さい。

≪地域防災拠点とは≫

震災時の避難場所となる地域防災拠点(市内の小・中学校)は、自治会・町内会

が中心となって組織する運営委員会が｢震災時避難場所(避難所での避難生活)｣と

｢被災地域の防災本部｣の 2 つの機能を持ち合わせた拠点として運営する場所です。
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令和元年11月24日（日）午前9時00分～

全　員：防災用ヘルメット、体育館履き、ジャケット着用（要援護者安否確認担当者のみ）

各班長：防災倉庫鍵

情報収集班：防災倉庫鍵、無線機、メガホン（会館保管品は各自事前準備）

鍵保管者は、防災倉庫からプラカードと組立テーブル、報告用紙を取り出して下さい。

※指名のない女性部・家防員は別途指示

※ご都合の悪い方は、事前に高橋総務班長（080-5185-6216）までご連絡下さい。

情報収集班

機　　能

避難誘導班 杉浦副班長 外園 岩崎（規） 土田班長

高橋（も）副班長 女性部 川崎班長

救出救護班 長澤(淳）副班長 石井 白石班長

　　災拠点訓練に参加する。

　④防災拠点庶務班の指示が出たら「牛久保東町内会受付」で「避難者ｶｰﾄﾞ」を記入した後、体育館へ移動する。

　⑦初期消火班、救出救護班、食料給水班は、適宜情報収集班を補助、活動終了後は避難誘導班を補助しながら地域防

高野町防会長
長澤(豊)同副会長

　⑥池上情報収集班長は、本部に集約結果を報告する。本部は、報告された内容を検討の上、吉富防災拠点情報班班長

　　防災倉庫から取り出した報告用紙に記載する。情報収集班は、参加者に想定災害・いっとき避難場所の意義を説明。

高橋班長

【令和元年度 町の防災組織・防災拠点連携訓練実施計画】

　　取り出し、テーブルを組み立てる。

　①防災拠点の避難受入体制が整い次第、高橋総務班長から池上情報収集班長へ避難開始を指示。

さくらんぼ公園 ひめりんご公園 なつみかん公園 町内会館

中川小学校地域防災拠点へ避難誘導開始

いっとき避難場所へ集合、災害対策本部開設

　⑤情報収集班は、報告用紙に記載した所定事項を池上班長へ無線機等で報告する。

　　へ避難受入準備の進捗状況を確認する。

辻副班長 磯田 川崎（貞） 池上班長・川本

午前9時05分までに各担当場所へ集合 備　考

2丁目いっとき避難場所 3丁目いっとき避難場所 本部

初期消火班

浅川

日　　時

持 参 ③

町防正副会長

総 務 班

持 参 ①

持 参 ②

留意事項

1丁目いっとき避難場所

集合時間

集合場所

小川副班長

地震発生、訓練開始
　①安否確認担当者・災害ボランティアの方は、速やかに安否確認の作業を開始してください（詳細別紙）。

　②避難誘導班がプラカードで先導し、安全第一で避難を開始する。

　　池上情報収集班長は各いっとき避難場所の情報収集班へ避難開始指示を出す。

小川、外園、白井 浅川、大野（隆）

9:00

安藤（博）副班長

　　②本部の町防正副会長および各班長、総務班は、避難開始後中川小へ速やかに移動し、防災拠点訓練に参加する。

白井佐藤 岩崎(勝)班長

　②避難誘導班を先頭、別途指名安全管理者を最後尾に、避難者を挟み一列に整列させ、点呼により避難者数を把握、

　　災害対策本部では、下駄箱横の本部看板を玄関入口に設置し、災害対策本部開設を宣言する。

安否確認 杉浦、江越、佐藤

9:15

9:05
　①いっとき避難場所へ一番早く到着した鍵保管者が、防災倉庫を解錠し、プラカード・組立テーブル・報告用紙を

予定時刻 内　　　　　容

給食給水班 泉、家庭防災員

　③防災拠点に到着したら、校庭に整列し再点呼。出発時と同じ人員であることを確認し待機する。

　　　・メガホン・・・・・・・・・・・・・・・総務班に返却願います。

　　　・プラカード、組立テーブル、報告用紙・・・防災倉庫（施錠確認を忘れずに）

　　③地域防災拠点訓練終了後、参加者は校庭に集合し指示を受けて解散する。情報収集班は物品を返却・収納する。

　　①町防訓練参加者は、引き続き行われる地域防災拠点訓練に参加する。

9:30 防災拠点訓練に参加、後片付け

　※情報収集班は、各丁目ごとの避難者数等を防災拠点情報班へ速やかに報告する。

　④避難誘導班は、防災拠点までの避難路を確定し、役員の中から横断歩道等の安全管理者を指名する。

　③情報収集班は、避難者からの情報をもとに各丁目ごとの被災状況と要援護者の安否を把握する。

《今回の訓練で想定する災害》
11月24日(日)午前9時、横浜市内で震度5強のゆれを感知する地震が発生した状況を想定。

《訓練のねらい》
・「いっとき避難場所」に集合し要援護者の安否確認や地域防災拠点へ避難するまでの一連の

流れを訓練することで、各自の役割分担を確認し、防災意識の向上を図ります。

・今回は上記目的に限定した避難訓練のため、発災時の動きとは異なる部分があります。

（実際に災害が発生した場合の各班の動きと初動措置は次頁をご覧下さい。）
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副班長

救出救護班長

副班長

給食給水班長

副班長

班員

全女性部員

班員

全家庭防災員

班員
　

副班長兼一丁目担当

二丁目担当

三丁目担当

避難誘導班長

副班長兼一丁目担当

二丁目担当

三丁目担当

会　長（災害対策本部長）

副会長（災害対策副本部長）

総務副班長

情報収集班長 初期消火班長

総務班長

給食給水班
発災時、いっとき避難場所へ自動参集し、まず情報収集班を補助する。
被災者が防災拠点へ避難完了後、本部に参集し、本部の指示により給食・給水活動を行う。

【牛久保東町内会　町の防災組織編成表】

避難誘導班

初期消火班

救出救護班

発災時、いっとき避難場所へ自動参集し、まず情報収集班を補助する。軽傷等のけが人に対し、応急的な救護
をする。必要に応じて、集合した住民の中から協力者を指名して救出救護活動を行う。動員や重機等が必要な
場合には情報収集班を経由して本部に応援を要請する。
地域防災拠点への避難完了後、本部に参集し本部の指揮下で活動する。

　《災害発生時の｢町の防災組織｣各班の役割と初動措置》

震度５弱以上の揺れを感じる地震が横浜市内で発生した場合、下記記載のとおり事前指名者以外は、身の安
全・家族の安否確認後、速やかに災害対策本部（町内会館）に自動参集します。

災害対策本部開設

本部長
（町防 会長）

副本部長
(町防 副会長）

町内会館に参集し、災害対策本部の開設準備を整え、総務を担当する。また対外的な窓口として防災拠点管理
情報班等との連絡・調整を行う。
「牛久保東災害ボランティア」を統括し、要援護者の安否情報等を集約して本部に報告する。

町内会館に参集し、本部長を補佐する。本部長不在時には本部長を代理する。

各班長

総務班

町内会館に参集し、担当班からの情報を集約し本部に報告する。また本部から出された指示を、班長としてそ
れぞれの班員に伝える等の指揮を執る。

トランシーバーを日常から携行し、発災時には、いっとき避難場所に出向き、自らの判断で安否確認、火災・
救助・負傷事案の有無等の情報を収集し、その情報を適時トランシーバーで本部で指揮を執る班長に報告す
る。トランシーバー不調時は協力者を指名し、伝令等による報告を考慮する。避難終了後もいっとき避難場所
にとどまり情報収集活動に従事する。

発災時、いっとき避難場所へ自動参集し、本部の指示により防災拠点への避難誘導を行う。
情報収集班不在時には情報収集班の役割を担う。地域防災拠点への避難完了後、本部に参集し本部の指揮下で
活動する。

町内会館に参集し、災害対策本部を統括する。

発災時、いっとき避難場所へ自動参集し、まず情報収集班を補助する。
小火が出た場合、集合した住民の中から協力者を指名して初動対応する。
万一、本火災に発展するような場合には、情報収集班を経由して本部に応援要請する。
地域防災拠点への避難完了後、本部に参集し本部の指揮下で活動する。

情報収集班

参 考



- 5 -

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)。

（平成31年4月22日現在）

副班長

小川　佐恵子

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

班長 川﨑　孝子

泉　　常子

高橋　もと子

白井　亮次

班員

 班長 岩﨑 勝久

佐藤　和子

班員

長澤　　淳

二丁目担当

外園　千鶴子

班員

安藤　　博杉浦　五月

令和元年度 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

岩崎　規男
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【要援護者の安否確認訓練実施要領】

さくらんぼ公園 ひめりんご公園 なつみかん公園

辻　和彦 磯田　公夫 川崎　貞二

杉浦　五月 外園　千鶴子

江越　由美子 小川佐恵子 浅川　弘子

大野　隆造

林　　謙一 斎藤　敏直 大野　 隆造

伊藤　洋祐 守屋　秀夫 横山　周一

伊藤　久美子 守屋　佳子 工藤　勝子

穂積　信行 遊長　善三 湯淺（春風の丘）

穂積　敦子 遊長　淳子

村上　洋子 泉　　常子

刈谷　恵津子 田口　　忍

鈴木　美栄 田口　元子

※佐藤　和子 山﨑ヨシ子

※白井　亮次

《各担当の役割分担》

1 都合により欠席等の場合には事前に高橋 町防総務班長(080－5185－6216)jまで

ご連絡ください。

2 災害ボランティアの方は当日午前9時から安否確認を開始し、午前9時10分までに、

いっとき避難場所で待機している報告受付担当者に確認結果を報告してください。

3 各担当者は、支給されたジャケット等を必ず着用して訓練に参加してください。

4 本訓練終了後、引き続き中川小学校地域防災拠点訓練にご参加ください。

安否結果等を、災害対策本部（町内会館）の池上情報班長へ無線で報告
願います。

報告場所で待機。定刻までに安否報告がなされない場合は要援護者宅を
訪問し安否確認を実施の上、報告受付者へ結果報告願います。

今回配布資料に記載された要援護者宅を訪問し安否確認を実施願いま
す。「無事」ハンカチが玄関等に掲げられている場合でも確認の意味で
声がけしてください。
春風の丘から緊急要請があった場合報告受付担当役員へ報告願います。

高橋 町の防災組織総務班長（080－5185－6216）

班 担当

町防
本部
報告者

報告場所（いっとき避難場所）

各種照会先等

本部報告者

報告受付

災害
ボランティア

災害
ボラン
ティア

さ
さ
え
あ
い
等

報告受付

《留意事項》

① 訪問時は自身の氏名や安否確認訓練の為に訪問した旨を必ず説明してください。

② ｢無事｣ハンカチが掲出されている方、声がけのできた方は安全確認できたもの

としますが、ハンカチ掲出者にも声がけしてください。

③ 応答のない場合は、「未確認者」として報告してください。

④ 防災拠点への避難時、車いす等の支援を要する方がいる場合は報告受付担当者
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【重点訓練項目】

　①　防災拠点と町内会・自治会が連携した訓練を実施し相互に役割を再確認する。

　②　各班の役割を再確認するとともに避難者参加型訓練を実施する。

時間

9:00 　地震発生（想定：市内で震度５強が発生）

　◆　町の防災組織（町内会・自治会）訓練 正副委員長 エンジ

　　・住民は指定された「いっとき避難場所」に集合 庶務班 イエロー

　　・要援護者等安否確認、避難者・負傷者数把握 情報班 ネイビー

　　・防災拠点訓練の移行説明後、誘導開始(避難誘導班) 救護班 グリーン

　●　防災拠点開設訓練【運営委員自動参集】 食料物資班 ブルー

　　・鍵管理者による門扉等開錠。校舎施設の点検

　　・受入準備(避難者カード・訓練用機材等準備）

9:30 　●　防災拠点に集結完了

（10分） 　　・拠点到着避難者を校庭に集合させる。体育館入口前に受付準備（庶務・情報班）

　◆　町防避難誘導班長は人員を点呼し受付に避難状況を報告【避難者カード配布】

9:40 　●　運営委員長の開設指示で庶務・情報班は受付開始

（20分） 　　　【世帯毎に避難者カード記入して回収】

　　・庶務班の指示でプラカードを先頭に町内会・自治会毎に入館・整列

　　・庶務班は体育館内の土足禁止を周知（靴入れ不携帯者のポリ袋配布）

　　・庶務班は要援護者(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)をランチルームに誘導→確認後体育館に誘導

　　・運営委員及び関係者体育館に集合《運営委員は最右翼、関係者は最左翼に整列》

10:00 　●　開会式（司会：吉野副委員長）

（20分） 　　①避難所開設宣言・訓練趣旨説明（宮本運営委員長）

　　②避難者・負傷者数集計結果報告（吉野明情報班長　⇒宮本運営委員長）

　　③簡潔に関係者の紹介（司会者）　　※挨拶者当日調整

10:20 　●　情報受伝達訓練

（10分） 　　・非常通信協力会によるアマチュア無線による情報受伝達訓練を見学

10:30 　●　各種訓練の開始　《雨天時は別途調整》

（70分） 　　①救護班　※避難参加者を２班に分けてＡとＢを３０分交代で実施

　　　Ａ　簡易トイレ組立と訓練(指導：BSCY）

　　　　簡易トイレの組立説明と体験及びトイレパック取扱等の説明

　　　　　※BSCY＝防災資機材ｻﾎﾟｰﾀｰｸﾗﾌﾞ

　　　Ｂ　救助・救出資機材の取扱訓練(指導：BSCY）

　　　　レスキュージャッキ等の操作要領の説明と体験

　　②庶務班・情報班　※連携訓練

　　　・避難所体験訓練　

　　　・拠点本部(会議室)で避難者数集計、体育館区割りと避難者割り振り

　　　・デジタル移動無線機取扱訓練と体育館正面入口部に特設公衆電話架設訓練

　　③食料物資班　※班単独訓練　《9：00より開始》

　　　・貯水タンク場所確認。賞味期限間近の備蓄品配布準備

　　　・移動式炊飯器による応急炊飯訓練(白米15㎏・おにぎり加工）

11:40 　●　閉会式（司会：吉野副委員長）

（10分） 　　・講評（都筑消防署:藤崎警備第二課長）
　　・訓練終了挨拶（司会）

　　・食料物資班は体育館出口部で避難者に給食活動（おにぎり・防災備蓄品の配布）

11:50 　●　後片付け

（10分） 　　　各班責任者指示で運営委員全員で実行

12:00 　●　解散　※運営委員長指示で運営委員は一斉解散

※上記訓練後、避難参加者は体育館に再集合

◎運営委員帽子の色区分

訓練内容《　◆：町内会・自治会　●：防災拠点　》

「令和元年度中川小学校地域防災拠点訓練」実施計画

実施日時：令和元年１１月２４日(日)　9：00～12：00

《中川小学校地域防災拠点運営委員会》
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【役員】 　 ２名 (合計27名）

補職名 氏名 住所

      運営委員長 宮　本　　　毅 牛久保東三丁目

      副委員長 山　﨑　進　一 牛久保東二丁目

【庶務班】 　 ５名

補職名 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

補職名 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 牛久保東二丁目

      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

補職名 氏名 住所

 ◎  責任者 嶋　内 　広　之 牛久保東一丁目

 ○ 班  長 河　野　　　　健 牛久保東二丁目

     副班長 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

  ※ 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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(敬称略)

       令和元年度 中川小学校地域防災拠点運営委員(当町内会関係)　
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Ⅱ-(1) 報告・依頼事項

《① 牛久保東町内会関係》

１ 春風の丘と｢災害時消防応援協力協定｣に基づく消防訓練を実施します(総務部)

当町内会は災害時要援護者対策の「共助」の取り組みとして、平成 24 年 12 月に

三丁目の高齢者グループホーム春風の丘と「災害時の消防応援協力に関する協定」

を締結し、その後毎年合同訓練を実施しています。今年も秋の火災予防運動週間中

の行事として次の要領で訓練を実施します。

訓練当日は午後 2 時から約 5 分間、近隣住民に火災の発生を知らせ支援を要請す

るためのモーターサイレンが吹鳴されますので、ご協力いただける方はサイレンが

聞こえたら速やかに施設に駆けつけ入所者の避難誘導のお手伝いをお願いします。

なお、施設周辺の皆様には事前に町内会掲示板等にサイレン吹鳴のお知らせを掲

出しますので、実火災とお間違えのないようご注意下さい。

訓練についてご不明な点は髙橋総務部長(℡：080-5185-6216)までお尋ね下さい。

(1) 実施日時 令和元年 11 月 13 日(水)14 時～ 14 時 40 分(雨天時は室内で実施)

(2) 実施場所 グループホーム春風の丘 すみれ棟

(3) 訓練想定 夜勤者が 1 ユニット 1 名(夜勤者合計 2 名)配置の夜間帯にすみれ

棟の脱衣所から火災が発生したという想定で合同訓練を行います。

２ 今年も沢山の人に支えられ祭礼行事を盛大に執り行うことができました

（文化部長 吉富 寛）

例年、なつみかん公園で実施していた宵宮行事は台風接近を考慮して、今年は中

川小学校の体育館に開催場所を変更し実施しましたが、ちびっ子腕相撲大会、芸能

大会、模擬店は 10 月 13 日(日)に盛大に行われました。多くの皆様に足をお運びい

ただき誠に有り難うございました。

ちびっ子腕相撲大会では子ども達が周囲の声援を受け真っ赤な顔になりながら、

力のこもった対決をしていました。また、体育館の舞台をお借りした芸能大会では 26
組の出演者による歌や踊りに多くの観客が魅了され、模擬店の賑やかさとも相俟っ

て体育館全体が大いに盛り上がりました。出演者の皆様、有り難うございました。

翌日の子ども御輿と山車の町内巡行は雨天のため残念ながら中止しましたが、子

ども達には来年に向けしっかりと体力を蓄えておいて欲しいと思います。

年々このような行事は減りつつあるようですが、当町内会ではこれからも地域の

皆様との絆を深める行事として続けてまいりたいと考えておりますので、ご理解と

ご協力をお願いします。また、準備から運営、片付けまで、多くの方々にご協力を

いただきました。改めてお礼を申し上げます。

なお、花掛け(ご寄付)によって賄われた祭礼行事の収支結果は、10 月 28 日(月)に

会計監査が終了しましたので、外園特別会計から 15 頁記載の「令和元年度祭礼決算

報告書」のとおり報告させていただきます。また、花掛けにご協力いただいた方の

ご芳名は 16 頁に記載させていただきました。改めてご協力いただいた皆様に心から

感謝を申し上げます。
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３ 町内2か所で初期消火訓練を実施しました(町の防災組織総務班)

10 月 26 日(土)の午前 10 時から三丁目 2-15 安藤 博様宅横と、三丁目 3-8-10 岩崎房

雄様宅裏の 2 か所で初期消火訓練を実施しました。

当日は、都筑消防署と都筑消防団(第 5 分団第 2 班)の指導により、参加者 24 名

が 4 人 1 組になり、設置されている「初期消火箱」内のホースを道路に敷設されて

いる「消火栓」に直結して放水する訓練を体験しました。

町内会区域には火災が発生した場合、消防隊が到着するまで住民が使用するため

の「初期消火箱(赤色の箱)」が次の９か所に設置されています。引き続き地域の防

災力の向上にご協力下さい。

４ 「下期町内会グランドゴルフ大会」の開催結果(体育部)

9 月 29 日(日)午後 1 時から中川小学校校庭で下期町内会グランドゴルフ大会を

開催しました。参加者は大人 37 名(男性 21 名、女性 16 名)でした。

大会の上位入賞者は次のとおりです(数字は２ゲーム合計スコア)。

上 位 入 賞 者 (敬称略)

競技区分 優勝 準優勝 ３位

一般男性の部 安藤一雄 (43) 安藤法夫 (43) 川崎貞二 (43)

一般女性の部 津久井喜代子 (37) 長澤節子 (40) 安藤美知子 (43)

※ 同スコアーの場合の順位は大会ルールにより決定されました。

５ 第6回中川老人クラブ連合会グランドゴルフ秋季大会」の開催結果

(年輪会長 梶井正之)

10 月 7 日(月)神無公園で開催された中川老連主催のグランドゴルフ大会は、42 チ

ーム(252 名)が出場し、3 ゲームを通して日頃の腕前を競い会いました。年輪会から

は 5 チーム(30 名)が出場しました。

天候に恵まれた大会は個人戦で実施され 10 位までが表彰されました。ちなみに優

勝者はスコア 46 の有地(南山田末広会)さん。我が年輪会関係では髙橋ミエさんがス

コア 56 で本来なら 7 位でしたが、同スコアが 3 名いたため大会ルールにより順位は 9
位になりました。同じく 19 位(60)の髙橋幾次さんも同スコアが 7 名いたため、順位

は 20 位に甘んじました。

№ 設置場所 目標 № 設置場所 目標

1 牛久保東1-2-8 長澤道雄様宅北側角 6 牛久保東3-8-10 岩崎房雄様宅裏

2 牛久保東1-3-10 深川政夫様宅東側 7 牛久保東3-13-20 藤井春男様宅東側

3 牛久保東1-23-20 長澤和雄様宅西側 8 牛久保東3-18-1 安藤成人様入口自販機付近

4 牛久保東2-20-1 源野栄治様宅前 9 牛久保東3-8-5 岩崎勝久様宅前

5 牛久保東3-2-15 安藤博様宅北側  ※ №9のみ「スタンドパイプ式初期消火器具」

《初期消火箱設置場所一覧》



- 11 -

いずれにしても上位 25 名がスコア 60 以内というハイレベルな大会でした。

６ 専門部・委嘱委員(員)の活動予定（11月中）
① 総 務 部 1) 11/1 現在の会員数 1,240 名（前月比▲ 2 ）

② 広 報 部 1) 11 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) 11/2・11/16・12/7 卓球練習日(19:00 ～ 21:00 中川小学校体育館)

2) 11/2・11/23・12/7 バトミントン練習日(13 ～ 16:00 同上体育館) ※中学生以上

3) 11/2・11/24・12/7 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) 11 月中 徒歩班・青パト隊による防犯パトロール(週 1 回)

⑧ 子 供 会 1) 11/10(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) ※一般参加ご自由

2) 11/2(土) 13:30 中川地区老人クラブ連合会会長会議(まちづくり館)

3) 11/11(月)19:00 年輪会理事会(町内会館)

4) 11/27(水) 都筑区 25 周年記念ふれあいスポーツ大会

5) 11/26・11/27 全国老人クラブ連合会「100 万人会員増強運動優良クラブ」表彰式

6) 11/29(金) 年輪会日帰りバス旅行(千葉ローカル列車&濃溝の滝)

⑩ 環境美化部 1 ) 11/ 3(祝) 8:00 町内一斉清掃日(雨天時：10 日(日)同時刻)

2) 11/10(日) 8:00 遊歩道清掃(担当一丁目 さくらんぼ公園集合 雨天中止）

3) 11/17(日) 8:00 遊歩道清掃(担当二丁目 ひめりんご公園集合 雨天中止）

4) 11/24(日) 8:00 遊歩道清掃(担当三丁目 なつみかん公園集合 雨天中止）

⑪ 青少年指導員 1) 11/3(祝) 都筑区民まつりに中川・中川西中学校生徒と模擬店出店

2) 11/23(祝) つづきウォーク&フェスタを主催(センター南スキップ広場)

3) 11/23(祝) 定例会

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 1) 11/10(日) 横浜マラソン 2019 運営支援

⑬民生委員児童委員 1) 11/14・11/15 中川地区社会福祉協議会視察研修(茨城県水府学院)

2) 11/22(金) 中川地区社会福祉協議会定例会(中川地域ケアプラザ)

3) 11/22(金) 民生・児童委員、主任児童委員会定例会(中川地域ケアプラザ)

4) 11/28(木) 地区社会福祉協議会合同情報交換会(都筑区社会福祉協議会)

5) 11/29(金) 民生・児童委員、主任児童委員委嘱伝達式(都筑区役所)

⑭環境事業推進委員 1） 11 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) 11/14(木)13:00 月例会議(中川地域ケアプラザ)

⑰家庭防災員代表 1)

７ 広報紙の仕分け当番（広報部）

12 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

12月2日(月） 吉富文化部長 森文化部副部長 劉文化部副部長 杉浦文化部副部長

午後6～7時 山田文化部副部長 長澤子供会会長 河野子供会副会長
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８ 町内会館の清掃当番(総務部)

11 月の会館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

11月9日 6班 高橋総務部長 津久井防犯防火部副部長 髙橋年輪会副会長

(第2土曜日）（10人） (593-9013) 岩崎(勝)環境事業推進委員

午前9時 岩崎(規)環境事業推進委員 水谷保健活動推進員

川﨑家庭防災員代表 本野40組々長

下山41組々長 斎藤43組々長

11月23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土曜日）（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 中丸民生委員児童委員 石井消費生活推進員

村田44組々長 吉澤45組々長

山本46組々長

※ 町内会館の清掃は毎月第2と第4日曜日に実施していますが、11月は行事日程が重複する

ため、1日繰り上げ土曜日に実施します。

９ 主な日程

《11月》

･11月 2日(土) 午後8時から11月度役員会議

･11月 3日(祝) 午前8時から町内一斉清掃日【雨天時:10日(日)】

･11月 3日(祝) 午前9時からけやき広場の花壇整備(雨天時:10日(日))

･11月 3日(祝) 午前10時から第25回都筑区民まつり

･11月 5日(火) 午後8時から11月度組長(代表組長)会議

･11月 9日(土) 午後2時から都筑公会堂で都筑区制25周年記念式典

･11月10日(日) 午前７時30分から中川西地区センターまつりを支援(模擬店出店)

･11月10日(日) 午前9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11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(火) 午後1時から「普通救命講習」(町内会館)

･11月13日(水) 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17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:18日(月))

･11月20日(水) 第48回牛久保東チャレンジゴルフカップ(沼津ゴルフクラブ)

･11月24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24日(日) 午前9時30分から中川小学校地域防災拠点訓練

･11月26～27日 全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会100万人会員増強運動優良ｸﾗﾌﾞ表彰式(さいたま市)

･11月29日(金) 年輪会秋の日帰りバス旅行(千葉方面)

《12 月》

･12月 1日(日) 午前8時から町内一斉清掃日 【雨天時:8日(日)】

･12月 2日(月) 午後8時から12月度役員会議

･12月 5日(木) 午後8時から12月度組長(代表組長)会議
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･12月 6日(金) 横浜市老人会連合会カラオケ大会(土田勇氏区老連代表で出場)

･12月 9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】

･12月15日(日) 午前9時から役員による町内会館･防災倉庫等年末大掃除

･12月15日(日) 正午から古梅地蔵堂で役員･組長・専門部員による年末納会

･12月25日(水) 中川連合町内会冬季反省会

10 回覧内容

(1) 遺跡フェスタ 2019 (民家園・歳勝土遺跡公園)

(2) ～新・福祉農園まつり～障害者と地域の共生フェスタ

(3) 横浜国際園芸博覧会

(4) 都筑区民生委員児童委員協議会広報紙 都筑の和 第 24 号

(5) 中川地域ケアプラザ新聞 11 月号

(6) 中川中学校コミュニティハウスだより 11 月号

(7) つづき地域活動ホームくさぶえからのお知らせ

(8) ふれあいフェスタ

(9) 学校だより 中川小学校 11 月号

(10) しんとし健康セミナー

(11) 糖尿病教室

《 ② 中川連合町内会関係》 ～中川連合町内会｢ 10 月定例会｣の結果報告です～
( 1 0月 2 5日開催 )

１ ｢第32回中川連合グランドゴルフ大会｣の開催結果

10 月 20 日(日)の午前 8 時 45 分から牛久保西公園グランドで開催された中川連合

グランドゴルフ大会は 7 町内会から 19 チーム 111 名が出場し、日頃の練習の成果

を 2 ゲームで競い合いました。

チーム戦は 3 位までが表彰され、当町内会は A チームが優勝、B チームが 3 位に

入賞するなど大健闘したほか、６位まで表彰された個人戦でも 2 位安藤一雄(35)・
3 位小森高美(35)・4 位安藤法夫(38)・5 位安藤美知子(38)さんと２位から 5 位を当

町内会が独占しました。ちなみに 1 位は大棚町の若月みちさん(32)でした。

※同スコアの場合大会ルール(生年月日順)で順位が決まりました。

【チーム戦入賞チームの順位とスコア】

□ １ 位 牛久保東Ａチーム 1 回目 120 2 回目 115 合計 235
□ ２ 位 中川西 B チーム 1 回目 127 2 回目 123 合計 250
□ ３ 位 牛久保東 B チーム 1 回目 121 2 回目 135 合計 256

《牛久保東町内会チーム別出場選手名》 （敬称略）

チーム別 出 場 者 氏 名(プレー順)

Ａ (235) 安藤美知子、山崎 潜、安藤成人、安藤法夫、小森高美、安藤 博

Ｂ (250) 長澤二久子、髙橋ミエ、岩崎幸夫、川崎貞二、安藤一雄、高橋幾次

Ｃ (279) 宮本 毅、安藤七郎、長澤 豊、千葉征五郎、岩崎勝久、長澤節子

※ ( )は２ゲーム合計スコア
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２ 都筑区交通安全功労者表彰者の推薦について

都筑区交通安全対策協議会から推薦依頼のあつた令和元年度都筑区交通安全功労

者として、中川連合町内会は都筑小学校学援隊(団体)を推薦しました。

《都筑警察署からのお知らせ》

都筑区内では引き続き振り込め詐欺の前兆電話が多くかかってきています。

特殊詐欺は 9 月末現在で、昨年同期よりも１５件多い２６件発生しており、

その被害額は３７,１５３,７３５円となります。

また、自転車盗は昨年同期より４４件多い２０６件発生しており、盗まれ

た自転車のほとんどは「無施錠」でした。ご注意ください。

【参考】

《都筑区の概況》

・人 口 ２１２，４３７人

（男 105,750人 女 106,687人）

・世帯数 ８３，６９２世帯

・面 積 ２７．８８ｋ㎡

(令和元年10月１日現在)
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（総額の部） (円)

収入金額 支出金額 余剰金額

938,500 835,810 102,690

(収入の部） (円)

項　　目 決　　算

奉　　納 703,000

物　　品

売店売上 235,500

収入合計 938,500

（支出の部） (円)

項　　目 決　　算

神社関係費 41,850

神酒所等設営費 0

電気設備費 75,000

神酒所接待費 119,767

奉納返し 28,560

事務消耗品費 240

消耗品費 55,619

昼食代 43,740

休憩所接待費 30,000

会場設営、撤収費 21,700

アトラクション費 72,492

謝 礼 費 59,900

雑   費 59,931

鉢祓い費 46,758

売店諸費 180,253

予 備 費 0

支出合計 835,810

令和元年度祭礼決算報告書

余剰金は特別会計に預金算入します

出演者参加賞、ちびっ子腕相撲大会賞品　

車両・長机・ベンチ・音響設備借用お礼

クリーニング代、印紙代

飲物、乾き物

仕入れ（文化部、体育部、子供会、家庭防災員）

タオル

印刷代

豆絞り、紅白テープ、ブルーシート

お赤飯

休憩所子供菓子

会場設営・撤収時飲物

【10月13日(日)の宵宮は中川小学校体育館で実施、14日(祝)は雨天のため御輿・山車の巡行中止】

飲物、おでん・豚汁材料、どんぶり、箸、洗剤等

摘　　　　　　　要

ご厚志１１２件

お酒　２件

文化部、体育部、子供会、家庭防災員

摘　　　　　　　　要

玉串料、牛久保神社奉納金、お供え物

台風接近の為中止

岸電気　
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№ ご芳名 № ご芳名
1 浅川　茂 59 髙橋　幾次
2 芦沢　美津子 60 髙橋　健一
3 安藤　一雄 61 髙橋　正作
4 安藤　幸次 62 髙橋　春好
5 安藤　成人 63 高橋　正和
6 安藤　法夫 64 髙橋　満
7 安藤　博 65 髙橋住宅ｾﾝﾀｰ㈱ 代表取締役 髙橋 満
8 池上　利幸 66 田口　等　
9 泉　　一 67 竹内　治源
10 磯田　公夫 68 竹山　喜代嗣
11 庭匠　今西園 69 田中　勝
12 岩崎　勝久 70 谷口　武
13 岩崎　崧雄 71 田場クリーニング
14 岩崎　利夫 72 千葉　征五郎
15 岩崎　規男 73 津久井　喜代子
16 岩崎　英貴 74 津久井　昌弘
17 岩崎　昌 75 辻　和彦
18 岩﨑　幸夫 76 土田　勇
19 梅田　勲 77 寺越新聞店 寺越 満
20 江越　由美子 78 常澤　真理子
21 遠藤　徹 79 中川小学校
22 総代　岡本　政治 80 長澤　淳
23 小川　佐恵子 81 長澤　節子
24 奥園　紀江 82 ㈲長澤土木
25 ㈱AMK総合建設 代表取締役 小黒雄治 83 長澤　道雄
26 梶井　正之 84 長澤　豊
27 金谷　利彦 85 中丸　清彦
28 鏑木　酒店 86 (有)　中丸商店
29 川上　清 87 仁多見　喜代子
30 川崎　貞二 88 早川　王
31 川瀬　鈴子 89 早川　寿一
32 川端　僚二 90 原田　祐輔
33 菊池　大樹 91 平野　博
34 岸　電気 92 深川　武夫
35 北野　国彦 93 外園　千鶴子
36 黒澤　竹子 94 本多　博幸
37 小林　法夫 95 前田　孝司
38 小森　高美 96 水谷 いつ子
39 小山　貞美 97 南山田町内会
40 小料理　薫 98 宮田　秋男
41 斉藤　富男 99 宮村　ケサエ
42 斉藤　正雄 100 宮本管機㈱ 代表取締役 宮本誠一
43 ㈲坂田製作所 代表取締役 新木道雄 101 宮本　毅
44 佐藤　滋 102 村上　大六
45 佐藤　鐵雄 103 森　清太郎
46 佐藤　博夫 104 山﨑　進一
47 佐藤　守 105 山﨑　潜
48 篠原　敦也 106 山田　耕平
49 島　重徳 107 横田測量登記事務所
50 嶋内　広之 108 ㈱横浜理想建築 代表取締役 千葉生将
51 白井　亮次 109 槙光電気工事(有) 吉田源三郎
52 シライシ設備 代表 白石高行 110 吉田　英樹
53 杉浦　五月 111 吉富　寛 
54 鈴木　勝昭 112 劉　　鋭
55 鈴木　英明
56 須永　マエ子
57 スナック　ゆみ 1 岸電気

58 髙野　清 2 長瀬　雅俊

物品提供者 

｢令和元年度 牛久保東町内会祭礼行事寄附者
                                      日時：令和元年10月13日(日)　於:中川小学校体育館　※14日(祝)の山車・御輿巡行は中止                 　　(敬称略　五十音順)


