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回
欄

令和３年１１月５日

《町内会シンボルマーク 牛久保東町内会

令和３年１１月度組長会議

【町内会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】

https://ushikubohigashi.net/

牛久保東町内会 で検索して下さい
(平成 25年 12月制定)

Ⅰ 議題

１ ｢中川小学校地域防災拠点運営訓練｣と連携した｢町の防災組織訓練｣の実施

について（町の防災組織総務班、中川小学校地域防災拠点運営委員会庶務班）

１０月７日(木)の深夜、横浜地方にも震度５弱(都筑区は震度４)の地震が発生し

ました。幸い町内会の災害対策本部や地域防災拠点の開設基準には至らずひとまず

安堵しましたが、未曾有の被害を出した「阪神・淡路大震災(平成７年)」や、「東日

本大震災(平成２３年)」における教訓の風化が指摘されている昨今、改めて家庭や

地域における大地震への備えの必要性を再認識した方も多かったと思います。

いつ起きても不思議ではないと言われる大地震に備えるため、各家庭には「食料」

や「飲料水」の備蓄、トイレや停電時の備え、家具の転倒防止、家庭内で防災の話

し合いなど【命】を守るための「自助」努力が強く求められいます。また、町内会

においても「共助」のための更なる体制づくりが求められています。

今年も１１月２３日の勤労感謝の日に、都筑区で震度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運営訓練」が実施されます。当町内会はこれと連

携した「町の(自主)防災組織訓練｣を次のとおり実施します。

皆様には訓練の趣旨をご理解いただき是非多くの方に、できれば家族ぐるみでの

訓練参加をお待ちしています。

《訓練概要》

(1) 町の(自主)防災組織訓練

訓練は４頁の｢令和３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を開設、② 災害

対策本部員(各班の班長以上)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、④ 地域防災拠点までの避難誘導、

⑤ 防災拠点運営訓練への参加となります。

https://ushikubohigasi.
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参加者は家庭内の安全を確認した後、町内会が事前に指定している「いっと

き避難場所(次頁枠内参照)」に、各自で体育館用の上履きと靴を入れるビニー

ル袋を持参のうえ午前９時１０分(時間厳守)までにこ集合下さい。

なお、６頁記載の「町の防災組織構成員」は訓練に先立ち、４頁の「連携訓

練実施計画」及び５頁の「各班の役割と初動措置」を一読し、予め訓練内容や

役割分担等を確認のうえ訓練に参加して下さい。

ご不明な点は髙橋町の防災組織総務班長(080-5185-6216)までお尋ね下さい。

【「いつとき避難場所」の集合区分】

◆ 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

※ 上記区分は原則なので直近の公園へ集合されても結構です。なお、

大地震が発生した場合は皆様の指定集合場所となりますのでご家族

にもご周知下さい。

《参考》 【町内会の「いっとき避難場所」について】

当町内会では「町の防災組織防災計画」に基づき、大地震等が発生した

場合住民が身の安全を図るため一時的に避難する場所として、上の枠内に

記載した３つの公園を「いつとき避難場所」として事前指定しています。

住民の皆様は大地震か発生した場合は、身の安全を第一に行動し、揺れ

が収まったら速やかに「いっとき避難場所」に出向き、ジャケット着用の

「情報収集班」に家族等の要救助者・怪我人・火災発生の有無などの安否

情報を報告しその後は係員の指示を受けて下さい。

(2) 「地域防災拠点運営訓練」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地域防災拠点へ

の「避難者」という想定で地域防災拠点運営訓練に参加していただきます。

防災拠点では大棚町やフォレストパーク四季彩の丘地区の避難者と一緒に、

今回は主に感染症対策を考慮した避難者の受入と、「下水直結式仮設トイレ」及

び「移動式炊飯機」の取扱い訓練に参加しますが、訓練は７頁の「防災拠点運

営訓練実施計画」により実施されます。

なお、防災拠点運営委員(８頁の「運営委員名簿」参照)は、家族と隣近所の

安全や安否を確認した後、「いっとき避難場所」には寄らず、直接「中川小学校」

に午前９時(時間厳守)に自動参集して、「備蓄庫」付近に準備されている運営委

員用の班識別帽子を着用し参加者名簿をチェックした後、班長等の指示を受け

て下さい。
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ペット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。また猫をお連れに

なる方は「ケージ」を携行して下さい(避難区域にペットは入れません)。

なお、訓練参加者は転倒等による怪我を予防するため、かかとの高い靴での

ご参加はご遠慮下さい。ご不明な点は川上地域防災拠点運営委員会庶務班長

(090-1767-6586)までお尋ね下さい。

【参考】 《地域防災拠点とは》

地震による家屋の倒壊などにより自宅に戻ることができない場合は、指定

された地域防災拠点（指定避難所）に避難しますが、都筑区では現在２７か

所の小学校と中学校が「地域防災拠点」に指定されています。

ちなみに「中川小学校」は大棚町の一部、大棚西、牛久保東一丁目～三丁目、

茅ヶ崎町の一部に割り振られています。

震災時の避難場所となる地域防災拠点は、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します。

地域防災拠点では、避難所の開設、避難者となる住民の受け入れ、避難生

活を送るための生活基盤の形成だけでなく、地域の被害状況の把握や区災害

対策本部への情報伝達、備蓄資機材を使用した救出・救護活動、在宅被災者

の援護など被災地となった際の地域におけるさまざま震災対応に対して、運

営委員会と避難者が互いに協力し住民自治を形成しながら担っていきます。

橫浜市では地域防災拠点での新型コロナウイルスの感染を防ぐため、災害時に自

宅で安全が確保できる場合は、在宅避難に努めるとともに行政が開設する避難場所

だけでなく、親戚や友人の家への避難も検討して欲しいと次のように呼びかけてい

ますので、ご協力下さい。

《「地域防災拠点」へ避難する場合のお願い》

① 災害時に自宅で安全を確保できる場合は、新型コロナウイルスの感染を

防止するために『在宅避難』に努めて下さい。

② 在宅避難に備え食料やトイレパック等の備蓄品を準備して下さい。

③ 行政が開設する避難場所・避難所だけでなく、親戚や友人の家への避難も

検討して下さい。

④ 避難場所・避難所に避難する際に持参する非常持出品に、マスク・体温計

等も含めて下さい。

⑤ 自宅療養者においては、発災時に自宅で安全を確保できるか不安な場合は

宿泊療養施設へ入所する等の対応が可能なため、事前に都筑区福祉保健セ

ンター福祉保健課(045-948-2350)へお問い合わせ下さい。
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令和3年11月23日（祝・火）午前9時00分～

全　員：防災用ヘルメット、体育館履き、靴を入れるビニール袋

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）、ジャケット

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

　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。

　　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 岩崎(規)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

9:20

9:10
　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 高橋（も）副班長

小川副班長

地震発生、訓練開始

　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。

9:00

安藤（博）副班長、岩﨑(昌)

※今回、安否確認訓練は実施しません。

◆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

【令和３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。

　　責任者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10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、中丸

※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 佐藤 劉 土田班長

家庭防災員、女性部 安藤（智）、女性部 川崎(孝)班長

救出救護班 長澤（淳）副班長 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、吉富地域防災拠点情報班

　　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

《今回の訓練で想定する災害》
11月23日(祝・火)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。

《訓練のねらい》
・「いっとき避難場所」に集合し、「密」をさけながら、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

全家庭防災員
全女性部員

班員班員
　

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。

参考　《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。

無線機を携行し、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、その情報を適時無線機で本部で指揮を執る班長に報告する。無線機不調時は協力
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
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※ 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)。

※ この名簿は町の防災組織の活動以外には使用しません。

(敬称略)

副班長 副班長 副班長

 班長 土田　勇

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

辻　　和彦

劉　　　　鋭

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

令和３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

岩﨑　　　昌

班員

長澤　　淳

二丁目担当

佐藤 和子 

班員

安藤　　博杉浦　五月

中丸　友子

班長 川﨑　孝子

安藤　智子

高橋　もと子

白井　亮次

班員

 班長 岩﨑 規男

（令和3年5月1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
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時間 訓　　練　　内　　容 【　◎：町内会・自治会　●：防災拠点】

9:00 　地震発生（想定：市内で震度５強が発生）※参加者マスク着用

　◎　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

　・避難者・負傷者数把握→拠点訓練の移行を説明 情報班 ネイビー

　・要援護者安否確認後拠点に誘導開始（避難誘導班） 救護班 グリーン

　●　防災拠点開設訓練【運営委員は午前９時自動参集】 食料物資班 ブルー

9:30 　◎　各地区の避難者防災拠点に集結完了

　　　・拠点到着後町内会毎に校庭中央部にソーシャルディスタンスをとり集合(避難誘導班)

　　　・校庭に引かれたラインを基準に整列　※避難者の検温と手指消毒（庶務・情報班）

　　　・体育館入り口前に受付準備完了（庶務・情報班）

　◎　避難誘導班長は人員点呼・検温後受付に避難状況を報告　※発熱者に別行動等指示(庶務班)
　　　・避難誘導班長は受付で受け取った避難カードを避難者に配付

9:40 　●　運営委員長の開設指示で受付開始(庶務・情報班)
（20分）　　　・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（靴入れ不携帯者にポリ袋配布）

　　　・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：吉野昭二副委員長）
（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（吉富情報班責任者→運営委員長）

　　③簡潔に関係者の紹介（司会者）　　※来賓者あれば委員長が挨拶調整し司会者に伝える。

10:20 　●　各種訓練の開始 【雨天時は訓練内容を縮小して実施(変更内容別途指示】
(70分) 　　①救護班　下水直結式仮設トイレ取り扱い訓練

　　　・訓練場所：校庭鉄棒前に集合　・訓練者：避難者全員対象

　　　・指導者：BSCY（防災資機材サポータークラブ）

　　②食料物資班　貯水タンク場所確認と改良型移動式炊飯器の取り扱い訓練

　　　・班単独訓練後①に合流

　　③庶務班・情報班(連携訓練)

11:30

11:40 ● 閉会式　　(司会:雨宮副運営委員長)
（10分） 　 ・講評　　（安藤都筑区役所こども家庭支援課長・参与）

　　 ・訓練終了挨拶　(司会者)

11:50 　●　後片付　　　※各班責任者指示で運営委員全員で実施

12:00 　●　解散　※運営委員長指示で運営委員は一斉解散

　　　・閉会式前に特設公衆電話架設訓練と体育館区割り訓練を展示(情報班)

※ 11時35分訓練終了次第、訓練開始時同様に整列

　　食料物資班：改良型移動式炊飯器セット（今回は炊飯器具の取扱訓練とし炊飯は行わない）

　※ 全ての運営委員は午前９時30分までに作業を完了し所属町内会自治会の住民と合流する。

   ※今回避難カードは受付に提出せず自宅に持ち帰りますので記載内容の確認をお願いします。

　　救出救護班：下水直結式仮設トイレ１基、給水ポンプ、マンホール用工具、スコップ

「令年３年度中川小学校地域防災拠点運営訓練」実施計画
　　　　令和３年１１月２３日(火・勤労感謝の日)　【雨天決行】

                                                    《中川小学校地域防災拠点運営委員会》

 【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　新型コロナウイルス感染症の虞ある避難者の受入訓練を通して課題を検証する。

　　※　コロナの感染拡大状況によって住民参加型にするか運営委員指定訓練にするか判断する。

《運営委員帽子の識別》

　・鍵管理者による正門、西門、職員通用口、備蓄庫の解錠訓練

　・受入準備（避難者カード・訓練用機材準備）

　　庶務班・情報班：受付用机、椅子、避難者カード、消毒液等、割り振り用機材
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1名 (合計２４名、令和3年5月１日現在）

補職名 氏名 住所

      運営委員長 宮　本　　　毅 牛久保東三丁目

【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  常澤  　真理子 牛久保東二丁目

      班　員 長　澤　祐　之 牛久保東一丁目

      班　員 石　野　恵　子 牛久保東一丁目

      班　員  髙　橋　　 　淸 牛久保東一丁目

【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 田　口　　 　等 牛久保東一丁目

      班　員  水谷  　いつ子 牛久保東一丁目

      班　員 石　井　雅　子 牛久保東三丁目

【救出救護班】 　    　 ５名

役職名 氏名 住所

 ◎  責任者 山　田　耕　平 牛久保東二丁目

 ○  班  長 平　山　恒　明 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 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 河　野　　　　健 牛久保東二丁目

 ○ 班  長 早　川　寿　一 牛久保東一丁目

     副班長 宮村　　ケサエ 牛久保東二丁目

     班　員 嶋　内　広　之 牛久保東一丁目

     班　員  津久井  喜代子 牛久保東二丁目

     班　員 髙　橋　　ミ　エ 牛久保東一丁目

     班　員 長　嶋　淳　也 牛久保東二丁目

  ※ 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３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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【参考】 《下水直結式仮設トイレと移動式炊飯器》

中川小学校の校庭(鉄棒前)には下記の「下水直結式仮設トイレ」が設置されてい

ます(下水管との接続都合で「注水口」と「貯留升」の位置は下図とは逆に設置され

ています)が、７つの「マンホールの蓋」は地盤面から約１０㎝下に埋設しています。

機材一式は「防災備蓄庫」に保管しています。

今年度の防災拠点訓練ではトイレ１基の組立と、プールの水を下水道管に注水し

排水する一連の流れで訓練を予定しています。トイレは一度の注水で５人が同時使

用可能で約２００人が連続して使用できます。

なお、従来のくみ取り式の「組み立て式仮設トイレ」も避難場所となる体育館脇

に災害時は２基設置する計画としています。

《移動式炊飯器(まかないく８５型)》
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Ⅱ-(1) 報告・依頼事項

《① 牛久保東町内会関係》

１ 「初期消火(放水)訓練」にご参加下さい(町の防災組織総務班)

当町内会では平成２４年度に「町の防災組織」を再編成し、その後は自助・共助

による減災対策の一環として毎年訓練を実施しています。

今回は住宅地の火災発生に対処するため、「スタンドパイプ式初期消火器具」の取

扱訓練を実施します。参加者全員に実際に放水を体験していただきますので、是非、

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

ご不明な点は髙橋町の防災組織総務班長(080-5185-6216)までお尋ね下さい。
(1) 実施日時 令和３年１１月１３日（土）午前１０時～午前１１時(予定)

(予備日：１１月２０日(土)同時刻)

(2) 集合場所 牛久保東３－８－５ 岩崎勝久様宅前

(3) そ の 他 ① 参加者は活動しやすい服装でご参加下さい。

② 役員は軍手、ヘルメット（役員）をご持参下さい。

③ 当日はマスクを着用し、転倒しにくい運動靴等でご参加下さい。

④ 自宅で検温し発熱や体調が気になる方は参加をご遠慮下さい。

(4) 訓練指導 都筑消防団第５分団第２班

２ 「牛久保東ささえあい対象者(災害時要援護者)」のご自宅を訪問します

（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１１

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、これら災害時要援護者を毎年１回担当の役員が登録

者のご自宅を訪ね安否を確認する等の活動を行っています。

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 令和３年１１月中

３ ｢下期町内グランドゴルフ大会」開催のお知らせ（体育部）

１２月５日（日）午後１時より〈雨天の場合は１２月１２日（日）同時刻〉に中

川小学校校庭で下期町内グランドゴルフ大会を開催します。

大人の部(小学生以下の大会は行いません)のみ午後１時より開催しますので当日

は１２時４５分(厳守)までに会場にご集合下さい。

コロナ感染対策を行い開催しますが、マスク着用の徹底及び体調が悪い方のご参

加はご遠慮願います。またソーシャルディスタンスのご協力をお願いします。

大会当日検温を行い３７．５度以上の方はご参加頂けませんのでご了承願います。

消毒スプレー等は会場に準備します。
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また感染状況が悪化した場合は急遽中止させて頂く場合がありますが、その際は

町内会のホームページでお知らせします。

この大会は町内会員であればどなたでもご参加頂けますし、グランドゴルフの用

具は体育部が準備しますのでお気軽にご参加下さい。

参加賞等景品も用意しておりますので多数のご参加をお待ちしております。

ご不明な点は嶋内体育部長(℡：080-4361-9932)までお尋ね下さい。

４ 「令和３年度中川小学校地域防災拠点第3回運営委員会」が開催されました
(地域防災拠点運営委員会庶務班)

１０月２２日(金)午後７時３０分から中川小学校のランチルームでコロナの感染

予防に配慮して、第３回地域防災拠点運営員会が開催されました。

今回は都筑区役所高齢・障害支援課からの依頼に基づき避難所における障害者対

応を学ぶ「障害者(知的・精神)理解講座」を受講した後、ＤＶＤを視聴して「地域

防災拠点開設・運営要領」を確認しました。

その後、１１月２３日(勤労感謝の日)実施予定の「令和３年度地域防災拠点運営

訓練実施計画」の細部について話し合われました。

なお、確定した「地域防災拠点運営訓練実施計画」は、本資料の７頁に記載され

ていますのでご確認下さい。

５ 専門部・委嘱委員(員)報告（11月中）

① 総 務 部 1) 11/1現在の会員数 1,166名（前月比△１)
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) 11/6(土) 11/27(土) バトミントン指定練習日(中川小学校体育館 13:00～ 16:00)
⑤ 女 性 部 1)
⑥ 道 路 交 通 部 1)

⑦ 防犯防火部 1) 11月中随時 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) 11/14(日)10:00 子供会定例会(町内会館)

2) 11/27(土)10:00 子供会ボーリング大会(タチバナボウル)

⑨ 年 輪 会 1) 毎週火・木・土 朝7時からラジオ体操(ひめりんご・なつみかん公園) ※参加自由

2) 11月中 学援隊による中川小学校児童下校時の見守り活動(要所交差点)

3) 11/ 9(火)13:30 中川地区会長会議(まちづくり館)

4) 11/ 9(火)19:00 年輪会理事会(町内会館)

5) 11/18(木) 都筑区老連会長研修会(おくたま路方面)

⑩ 環境美化部 1) 11/ 7(日) 8:00 町内一斉清掃日《雨天時:14日(日)》
2) 11/ 7(日) 9:00 けやき広場花壇整備《雨天時:14日(日)》
3) 11/14(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》

4) 11/21(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》

5) 11/21(日) 9:00 けやき広場花壇花の植え替え《荒天時:22日(月)》

6) 11/28(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) 11/20(土)19:00 青少年指導員定例会(中川東町内会館)

2) 11/21(日) 9:00 ボッチャ交流講習会(中川地域ケアプラザ)

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 1) 11/20(土) 中川小学校施設開放調整会議

2) 11/25(木)19:30 スポーツ推進委員定例会(大棚公民館)
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⑬民生委員児童委員 1) 11/20(土) 中川地区社会福祉協議会運営委員会(中川地域ケアプラザ)

2) 11/24(水) 中川地区社会福祉協議会定例会(中川地域ケアプラザ)

3) 11/24(水) 中川地区民生委員児童委員協議会定例会(中川地域ケアプラザ)

4) 11月中 ひとり暮らし高齢者・障害児者見守り訪問

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)
⑰家庭防災員代表 1)

《俳句の集い【入選作品】の訂正について》

年輪会会長 梶井正之

先月お知らせした都筑区老人クラブ連合会主催の「第１５回俳句の集い」に

おける年輪会員の【入選作品】を誤ってお知らせしてしまいました。作者の長

澤様及び安藤様には大変失礼を致しました。心からお詫び申し上げ、改めて入

選作品をご紹介します。

◇ 長澤節子様作品 「胸を打つ 闇に大輪 大花火」

◇ 安藤 博様作品 「念仏の 鉦の音色や 送り火と」

６ 広報紙の仕分け当番（広報部）

１２月の広報紙の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(木）吉富文化部長 劉文化部副部長 杉浦文化部副部長 山田文化部副部長

午後６～７時 長澤子供会会長 河野子供会副会長

７ 町内会館の清掃当番(総務部)

１１月の町内会館清掃当番は次の方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ご連絡下さい。

実施日時 班 別 責 任 者 担 当 者

１１月１４日 4班 吉富文化部長 川本広報部副部長 山田文化部副部長

(第2日曜日） （10人）(080-5191-1526) 安藤道路交通部副部長 安藤年輪会副会長

午前9時 早川環境美化部副部長 白石保健活動推進員

安藤２８組組長 山口２９組組長

小川３０組組長

実施日時 班 別 責 任 者 担 当 者

１１月２８日 5班 川崎環境美化部長 杉浦文化部副部長 梶井年輪会会長

(第4日曜日) (10人） (080-1051-5134) 辻環境美化部副部長 前田青少年指導員

午前9時 佐藤スポーツ推進委員

浅川民生委員児童委員 吉野３１組組長

幸澤３２組組長 千葉３３組組長
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８ 主な日程(予定)

《11月》

・11月 2日(火) 午後8時から11月度役員会議(町内会館)

・11月 5日(金) 午後8時から11月度組長(代表組長)会議(町内会館)

・11月 7日(日) 午前8時から町内一斉清掃《雨天時:14日(日)》

・11月 7日(日) 午前9時からけやき広場花壇整備《雨天時:14日(日)》

・11月13日(土) 午前10時から町の防災組織初期消火訓練《予備日:11月20日(土)》

・11月17日(水) 都筑区老連グランドゴルフ大会(東方公園)《予備日:11月19日(金)》

・11月21日(日) 午前9時からけやき広場花壇の花植え《荒天時:22日(月)》

・11月23日(祝) 午前9時から町の防災組織訓練

・11月23日(祝) 午前9時から中川小学校地域防災拠点運営訓練

・11月27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)

・11月中 事前登録された「災害時要援護者」の訪問活動

《12月》

・12月 2日(木) 午後8時から12月度役員会議(町内会館)

・12月 3日(金) 年輪会秋の日帰り親睦旅行(三浦・横須賀方面)

・12月 5日(日) 午前8時から町内一斉清掃《雨天時:12日(日)》

・12月 5日(日) 午後１時から下期町内グランドゴルフ大会《雨天時:12日(日)》

・12月 5日(日) 午後8時から12月度組長(代表組長)会議(町内会館)

・12月19日(日) 午前9時から役員による町内会館・コンテナ倉庫等の年末大掃除

・12月19日(日) 午後4時から青パト隊出陣式(都筑区役所駐車場)

９ 回覧内容

(1) 無料 在宅要介護者訪問歯科検診

(2) 都筑区自治会町内会加入促進に関するお知らせ

(3) 広報誌「縁ジン」 第２８号

(4) 都筑区民生委員児童委員協議会広報紙「都筑の和」 第２５号

(5) 中川地域ケアプラザ新聞 １１月号

(6) 中川西地区センターだより 秋号(７４号)

(7) 北山田地区センターＮＥＷＳ １１月号

(8) 中川中学校コミュニティハウスだより １１月号

(9) 地域活動ホームくさぶえからのお知らせ

(10) 学校だより

《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３６回中川連合グランドゴルフ大会｣の開催結果について

１０月２４日(日)に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１１４名が出場し、コロナの感染予防に留意しなが

ら日頃の練習の成果を２ゲームで競い合いました。
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チーム戦の部では３位まで表彰され、下記のとおり当町内会は Aチームが優勝し、
Ｃチームが２位に入賞したほか、Ｂチームも５位と各チーム大いに健闘しました。

また、個人戦の部では６位まで表彰されましたが、安藤成人さんがスコア３８で

見事優勝したほか、３位以下はともにスコアは４１でしたが、大会ルール(年齢)に

より、安藤一雄さんが５位、安藤法夫さんが６位入賞となりました。

【チーム戦入賞チームの順位とスコア】

□ 優 勝 牛久保東Ａチーム 1回目 120 2回目 134 合計 254
□ ２ 位 牛久保東Ｃチーム 1回目 136 2回目 132 合計 268
□ ３ 位 中川西Ｂチーム 1回目 143 2回目 131 合計 274

※５位の牛久保東Ｂチームは 1回目 146 2回目 135 合計 281 でした。

《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チーム 髙橋幾次、安藤一雄、安藤成人、安藤美知子、安藤 博、安藤法夫

Ｂチーム 山﨑 潜、川崎栄子、千葉征五郎、岩崎勝久、長澤節子、長澤二久子

Ｃチーム 岩崎幸夫、髙橋ミエ、北野ハツエ、津久井喜代子、山﨑ヨシ子、宮本毅

２ 「第五分団初期消火訓練」の激励について

金子都筑消防団第五分団長から、中川連合町内会に火災対応力の強化、団員の士

気の高揚及び女性団員の活躍の場を広げることを目的に、新しい取り組みとして女

性団員を中心とした初期消火訓練を実施するので、団員の訓練状況を是非見て欲し

いと要請があったので、次により各町内会は町内会長ほか２名で激励します。

(1) 実施日時

令和３年１１月３日(日) 午前９時００分～１１時３０分

(2) 実施場所

ＪＡ北農協グランド脇農業用道路(東方１５０２番地付近)

(3) 訓練内容

消火栓にスタンドパイプを結合し、ホース３本を手びろめにより延長し放水す

る初期消火訓練を１隊４人編成で実施する。

なお、訓練は２隊編成で行われる。

３ 連合町内会主催の冬季事業反省会は中止します

事業計画に基づき開催を予定していた冬季事業反省会はコロナウイルス感染症の

感染者数に減少傾向は見られるものの、第６波の発生が危惧されるなど状況は依然

として不透明なため中止することを決定しました。


