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※ 12月31日(火)から1月3日(金)まではごみと資源物の収集はありません。ご注意下さい！！

日付
回
覧 名前

令和元年12月5日

《町内会シンボルマーク》 牛久保東町内会

令和元年12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

なし

Ⅱ-(1) 報告・依頼事項

《① 牛久保東町内会関係》

１ 令和2年1月分広報紙の仕分け作業と組長宅への配達について（広報部）

毎月の広報紙等の仕分け作業にあたつては、今年も役員の皆様には多大なご協力

をいただきました。年末にあたり改めてお礼を申し上げます。

ところで、新年 1 月の広報紙等仕分け作業と各組長宅への配達は、次表に記載す
る役員の方々にご協力をいただき実施します。作業内容等の細部は別途支援者宛に

文書で依頼しますのでご協力をお願いします。

(1) 仕分け等作業日時・支援者(14名)
仕分け日時 支援いただく役員名

1月 5日(日) 宮本町内会長、高野副会長、長澤副会長、川上副会長、千葉会計監査、

午前10時00分 高橋総務部長、池上広報部長、川本広報部副部長、石野広報部副部長

安藤道路交通部副部長、川崎環境美化部長、辻環境美化部副部長､

早川環境美化部副部長、岩崎(勝)環境事業推進委員、

(2) 組長さんへお願い

1 月度の組長会議は休会となります。そのため組長会議でお渡ししている広報
紙と回覧資料等は 1 月 5 日(日)の午前 11 時～午後 1 時頃に各組長さんのお宅に
役員が直接お届けに伺います。新年で何かとご多用のことと存じますが、広報紙

等の迅速な配付にご協力をお願いします｡

https://ushikubohigasi.
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また、お届け時ご不在の場合はビニール袋に入れて玄関ノブ等にかけるなどの

方法をとらせていただきますので、予めご承知おき下さい。

なお、長期外出の予定があり、配達日の変更を希望される組長はお手数ですが

事前に池上広報部長(090-5770-8207)と希望される配達日を調整して下さい。

２ 伝統行事｢どんど焼き｣実施のお知らせ (JA 横浜都筑中川支店請地古梅支部・町内会)

｢どんど焼き｣は日本各地で古くから行なわれている小正月の行事で、当地では ｢塞

の神｣と呼ばれてきました。お正月の松飾りや注連飾り、書き初め、古いお札、お守

り、破魔矢などを家々から持ち寄って焚きあげた炎に身体をかざしたり、熾きで餅
お

を焼くなどして１年間の無病息災を願います。

当町内会では新春恒例の伝統行事である「どんど焼き」を、毎年ＪＡ横浜都筑中

川支店請地古梅支部(安藤博支部長)との共催で継続実施しています。当日はお神酒

や甘酒などが振る舞われ、毎年大勢の家族連れで賑わいます。

なお、焼く餅を準備できない方には会場で支部役員が赤・白・緑 3 色の餅 3 個入
れを 1袋 200円(樫の木の枝付き)で、先着順に 200袋販売しますのでご利用下さい。
なお、お札やお飾りなどお持ちになる方は、必ずプラスチックや金属類を取り外

し、紙に包むか紙袋に入れてお持ち下さい。また、会場に｢賽銭箱｣を置きますので

参加費として200円お入れくださいますようご協力をお願いします。

◇ 日 時 令和 2年 1月 11日(土) 午後 2時～ 3時 30分頃まで
《雨天の場合は 1月 12日(日)同時刻》

◇ 会 場 三丁目 なつみかん公園

◇ 燃やせる物 お正月のお飾り、注連縄、書き初め、お札、お守り､破魔矢など

※ 必ず時間内にお持ち下さい。

３ 子供会ボーリング大会>参加者募集のお知らせ(子供会)

あいたいの港北とうきゅうボールの閉館に伴い休止していました子供会ボーリン

グ大会をタチバナボウルに会場を変え 2年ぶりに開催致します。
たくさんの子供達の参加をお待ちしています。また、この機会に子供会へのご入

会も大歓迎です。

■日時：2020年 1月 18日(土) 10時スタート
■会場：タチバナボウル (川崎市高津区子母口 313)
■集合：9時 10分 中央大学附属中高裏門前

（タチバナボウルの送迎バス利用）

■参加費：1,000円
■申込方法：右記 QRコードよりお申し込み下さい。

ushikuboeast.kodomokai@gmail.com
<ボーリング大会参加>と記して

①氏名(フリガナ) 、②学年/性別、 ③靴のサイズ、 ④送迎バス乗車有無、

⑤住所、⑥保護者氏名/携帯番号 を記載の上お申込み下さい。

※ 新規入会の方はその旨お伝え下さい。

なお、2/15(土)には子供会キッザニアバス旅行を予定しております。
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４ 救命技術向上のため｢普通救命講習｣を受講しました(総務部)

11 月 12 日(火)の午後 1 時 30 分から町内会館に都筑消防署の指導者を招聘して開
催した、心肺蘇生法と AED(自動体外除細動器)の取扱い等を主な内容とした普通救
命講習に 11名(男性 4・女性 7名)が受講しました。
昨今、町内会でも救急車のサイレン音を聞く機会が増えたように思いますが、消

防局資料によれば平成 30年の救急出場件数は横浜市全体では 203,768件(都筑区は
8,269件)発生しており、出場件数は年々増加を続けています。
つまり、昨年横浜市では、2分 35秒に１回の割合で救急車が出場し、市民 18人に

一人が救急車を利用したことになります。大幅な救急件数の増加で市民が 119 番通
報してから救急隊が要請先に到着するまでの平均到着時間は 8.9分になりました。
蘇生率を向上させるためにはその場に居合わせた人が一刻も早く適切な救応急手

当と救命措置を行える事が重要となります。

そこで町内会では高齢社会の進展や昨今の救急需要を踏まえ、町の防災組織員や

町内会役員を対象とした講習会を実施して救命技能を取得してもらいました。

参加者は DVD、訓練用人形、AED を使用した 3 時間の講習を受講し、救命技能の
認定証である「普通救命講習修了証」の交付を受けました。

５ グループホームと｢消防応援協力協定｣に基づく合同訓練を実施しました

(総務部)

当町内会では「共助」の取り組みの一環として高齢者が 18名入所している「グル
ープホーム春風の丘(三丁目 23-35)」と、平成 24 年 12 月に災害時の消防応援協力
協定を締結するとともに、日頃から顔の見える関係づくりに努めています。

その一環として、秋の火災予防運動週間中の 11 月 13 日(水)に協定に基づく合同
消防訓練を実施しました。

訓練は夜勤者が 2 名配置という夜間帯に火災が発生したとの想定で、通報・初期
消火・入所者の避難誘導・消防隊への状況報告等の訓練を行いました。

町内会からは近隣にお住まいの 9 名の方にご協力いただき、入所者を車椅子や人
力で一時避難場所(施設駐車場)へ誘導したり避難者の見守り活動を行いました。

なお、訓練の模様は「タウンニュース 11月 21日号」に掲載されました。

６ ｢第48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)

11 月 20日(水)に沼津ゴルフクラブで開催した牛久保東チャレンジゴルフカップに
は、16 名の方にご参加いただきました。参加者は 18ホールを楽しく回り大いに親交
を深められました。

また、次回(49回)大会は来年の 5月 22日(金)に開催することが決まりました。細
部は別途ご案内しますが、奮ってのご参加をお待ちしています。

なお、上位入賞者は次の方々です。

◆ 優勝 小野里恵さん ◆ 準優勝 劉 鋭さん ◆ 第３位 白石高行さん

◆ ベスグロ賞 小野里恵さん(82ストローク)
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７ 「けやき広場花壇」の植え替えを行いました

(牛久保東ハマロード・サポーター代表 早川寿一 )

11月 17 日(日)に町内会が設置している中央大学附属横浜中学校・高等学校正門
前の「けやき広場花壇」に今年もパンジー 300 株とビオラ 200 株を植えました。お
陰で写真のとおり冬～春花への装いを新たにすることができました。

日を追うごとに色とりどりの花が咲き表情を変えていきますので、広場を通行の

際、足を止めご鑑賞いただけたらと思います。

11月 3日(祝)の花壇整理と 17日(日)の花植えに、大勢の皆様にご協力をいただ
き本当に有り難うございました。今後もハマロード・サポーターの活動にご協力を

お願いします。

８ ｢町の防災組織訓練｣と｢地域防災拠点訓練｣を実施しました
(町の防災組織総務班・総務部)

11 月 24 日(日)に町の防災組織と地域防災拠点との連携訓練を次のとおり実施し
ました。ご都合で今回防災訓練に参加出来なかった方は次回ご参加下さい。

(1) 町の(自主)防災組織訓練と災害時要援護者安否確認訓練

午前９時に震度５強の地震が発生したとの想定で、町の防災組織の正副会長と

総務・情報収集・避難誘導・初期消火・救出救護・給食給水班の各班長が町内会

館に自動参集して町内会災害対策本部の開設と運営の訓練を行いました。

その他の班員は事前指示に基づき、それぞれが担当する「いっとき避難場所(さ

くらんぼ・ひめりんご・なつみかん公園)」に参集し、情報収集班に協力して住

民の安否情報の収集に努めました。本部といっとき避難場所との報告・連絡には

１ワット無線機を使用しました。
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また、事前登録されている災害ボランティアの皆様にもご協力いただき、要援

護者宅を実際に訪問して安否を確認する訓練を行いました。

その後、参加者は避難住民との想定の下避難誘導班の先導でいっとき避難場所

から地域防災拠点である中川小学校へ徒歩移動しました。徒歩による避難者は 55
名(一丁目 15名、二丁目 22名、三丁目 18名(グルプホーム春風の丘・みずほの 2
名含む))でした。

(2) 中川小学校地域防災拠点訓練

防災拠点訓練実施計画に基づき、大棚町やフォレストパークの皆さんとともに

訓練に参加しました。参加者はアマチュア無線を使用した区本部との情報受伝達

訓練を見学した後、天候不良のため会場を体育館に変更し仮設トイレの組立、ト

イレパックの使用方法、レスキュージャッキの取扱い、体育館の 2 ㎡区割りを体
験しました。また、食糧物資班によるおにぎりの炊き出し訓練や賞味期間の近い

備蓄食料品の配布訓練も行われました。

なお、当町内会の運営委員 23名も協力して拠点訓練を支援しました。

９ 年輪会が老人クラブ連合会から表彰されました(年輪会長 梶井正之)

11 月 26 日(火)～ 27 日(水)にさいたま市で第 48 回全国老人クラブ大会が、「伸ば
そう健康寿命／担おう地域づくり」をスローガンに開催されました。

1 日目は彩の国さいたま芸術劇場で活動交流部会が行われ、2 日目の 27 日は大宮
ソニックシティ大ホールで式典が行われましたが、この席上年輪会が「令和元年度

全国老人クラブ連合会 100 万人会員増強運動優良クラブ」として表彰されました。
表彰式には梶井年輪会会長が代表出席しました。

この賞は 5 年間全ての年度で会員が増加しているクラブに与えられるもので、横
浜市内で７クラブ、都筑区では年輪会１クラブです。

ちなみに都筑区には現在 59 クラブ 3,936 名の老人会会員がいますが、本年 4 月 1
日現在 100名以上の会員を擁する老人クラブは①年輪会(123名)、②南山田末広会(南
山田町内会 115 名)、③茅ヶ崎長寿会(茅ヶ崎町内会 106 名)の 3 クラブあり、当町内
会の年輪会も充実したクラブとして高い評価を得ています。

なお、新規会員は随時募集しています。満 60 歳以上の方で入会を希望される方は
梶井年輪会長(090-5441-9867)までご連絡下さい。

10 ｢令和元年度戸別共同募金｣の集計結果 (総務部)

10 月に実施した戸別共同募金(赤い羽根募金・年末たすけあい募金)の集計結果を
下表のとおり報告します。共同募金の総額は 324,595 円(昨年度 327,028 円)でした。
皆様のご協力に改めて感謝を申し上げますとともに、募金のとりまとめにお骨お

りくださいました組長の皆様に改めてお礼を申し上げます。※( )内数字は昨年度実績

赤い羽根募金 年末たすけあい募金

募金戸数 626戸 619戸
募金額 168,325 (166,505円) 156,270 (160,523円)
会員世帯の募金協力率 55.1％(47.9％) 51.7 ％(53.6％)
募金目標(目安額)達成率 52.3％(54.3％) 65.0％(66.8％)
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11 専門部・委嘱委員(員)の活動予定（12月中）
① 総 務 部 1) 12/1現在の会員数 1,242名（前月比＋ 2 ）

② 広 報 部 1) 12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) 12/1・12/14・1/5 卓球練習日(19:00～ 21:00 中川小学校体育館)

2) 12/7・12/21・1/19 バトミントン練習日(13～ 16:00 同上体育館) ※中学生以上

3) 12/8 ★1月は休み 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) 12月中 飲酒運転根絶月間

2) 12/11～ 12/20 年末の交通事故防止運動

3) 12/13(金)19:00 夜間街頭監視活動(すみれが丘入口交差点)

4) 12/20(金)18:00 都筑交通安全協会本部意見交換会

⑦ 防 犯 防 火 部 1) 12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) 12/8(日) 10:00 定例会(町内会館)

2) 12/13(金)18:30 中川地区子供会情報交換会(中川地域ケアプラザ)

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) 12/4(水) 13:30 中川地区会長会議(まちづくり館)

3) 12/6(金) かがやきクラブ横浜第 26回カラオケ大会(鶴見公会堂)
4) 12/9(月) 7:30 第 23回都筑区老人クラブ連合会グランドゴルフ大会(東方公園)
5) 12/9(月) 19:00 年輪会理事会(町内会館)

6) 12/19(木) 10:00 年輪会「みんなで歌おう会」(古梅地蔵堂)

⑩ 環境美化部 1 ) 12/1(日) 8:00 町内一斉清掃日(雨天時：8日(日)同時刻)
2) 12/8(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) 12/15(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) 12/22(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) 12/7(土) 連合子供会と子どもチャンピオン大会懇談会(中川地域ケアプラザ)

2) 12/21(土)19:00 定例会(都筑小学校)

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 1)
⑬民生委員児童委員 1) 12/1(日) 社会福祉協議会障害者と地域の共催フエスパネル展(区民ホール)

2) 12/14(土) 社会福祉協議会運営委員会(中川地域ケアプラザ)

3) 12/20(金) 社協・民生委員児童委員・主任児童委員定例会(同上)

4) 12月下旬 ひとり暮らし高齢者・障害児者安否見守り訪問

⑭環境事業推進委員 1） 12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) 12/12(木)12:00 月例会議(中川地域ケアプラザ)

2) 12/30(月)12:30 活動反省会

⑰家庭防災員代表 1)

《環境事業推進委員からのお願い》

ごみ出しルールを守らない人がいたり、ごみ回収後の清掃や折り畳みごみかご

の収納が行われない集積場があって、近隣者や道行く人から町内会にクレームが

寄せられています。ごみ出しマナーと回収後の清掃を組内で徹底して下さい。
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12 町内会館の清掃当番(総務部)

12 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

12月 1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1日曜日）（10人） (591-4177) 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

越川47組々長 馬岡 48 組々長
杉山 49組々長

12月15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3日曜日）(10人） (591-2823) 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

安藤 50 組々長 近藤51組々長

植木52組組長

※ 12月の会館清掃は年末行事との関係から第1日曜日と第3日曜日に実施します。

13 主な日程

《12月》
･12月 1日(日) 午前8時から町内一斉清掃日

･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

･12月 6日(金) 午後1時から鶴見公会堂でかがやきクラブ横浜(市老人会)第26回

カラオケ大会 (土田道路交通部長都筑区代表で出場、出演№26)

･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19日(木) 午前10時から古梅地蔵堂で年輪会の「みんなで歌おう会」

･12月25日(水) 午後6時から中川連合町内会冬季反省会

･12月28日(土) 午後7時から5分団２班の年末消防警戒激励(新器具置き場)

《令和2年1月》

《1月は役員会議・組長会議・町内会館清掃・町内一斉清掃を行いません》

･1月 1日(祝) 牛久保神社初詣 (天照皇大神(牛久保西1-15-1))

(元旦の午前1時半まで甘酒・御神酒サービス、お札・破魔矢等販売)

･1月 5日(日) 午前10時から１月度広報紙等の仕分け作業・組長宅への配達

･1月 6日(月) 午後1時30分から都筑公会堂・中庭で令和2年都筑区消防出初式

･1月 6日(月) 午後5時から新横浜プリンスホテルで令和2年都筑区新年賀詞交換会

･1月11日(土) 午後2時からなつみかん公園で｢どんど焼き｣〈雨天:12日同時刻〉

･1月13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】

･1月18日(土) 午前10時から子供会ボーリング大会(タチバナボウル)

･1月18日(土) 午後 6 時 30 分から防犯パトロール正副班長&青パト隊員意見交換会
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14 回覧内容

(1) 年末年始のごみと資源物の収集日程について

(2) 子供会ボーリング大会参加者募集について

(3) 防犯資料～すり替え型の手口に注意～

(4) 初詣は牛久保神社(天照皇大神)へ

(5) 県民の守り 第 309号
(6) 都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき あい通信」第 23号
(7) 横浜北西線広報紙「ほくさいせん」第 14号
(8) 「更生保護つづき」第 15号
(9) 都筑区民活動ｾﾝﾀｰ広報紙「何かを始めるきっかけマガジン・縁ジン」22号
(10) 中川地域ケアプラザ新聞 12月号
(11) 中川中学校コミュニテイハウスだより 12月号
(12) 令和 2年度つづき区民交流協会スタッフ募集
(13) 公園愛護会通信 70号
(14) つづき地域活動ホームくさぶえからのお知らせ
(15) 学校だより 中川小学校、中川中学校

(16) しんとし健康セミナー
(17) 運動教室

《 ② 中川連合町内会関係》 ～中川連合町内会｢ 11月定例会｣の結果報告です～
( 1 1月 2 5日開催)

１ 「つづき みどりと花の名所25選」について

都筑区では、区制 25 周年を契機にみどりや花が魅力の「都筑の名所」を募集し
ましたが、応募数 62 件の中から区民ホールや区民まつりへの来場者による投票を
行った結果 25か所の名所が選定しました。
中川連合町内会エリアでは次の 3か所が選定されました。
① 新緑のくさぶえのみち (場所：中川駅～牛久保公園～徳生公園周辺)

② 大棚緑地花壇 (場所：大棚杉の森ふれあい公園の向かい側)

③ 中川八幡山公園の桜 (場所：中川八幡山公園)

２ 都筑災害時要援護者支援事業(つづきそなえ)補助金の配分について

中川連合町内会に本年度分の補助金 100,000 円が配布されたので、各町内会に世
帯数に応じて配分します。牛久保東町内会への補助金額は 21,200円です。

【参考】
《都筑区の概況》

・人 口 ２１２，５４９人
（男 105,821人 女 106,728人）

・世帯数 ８３，７９８世帯
・面 積 ２７．８８ｋ㎡

(令和元年11月１日現在)


