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今月の注目記事
次期役員候補者 推薦のお願い (総務部)
「製品プラスチック」の資源ごみ回収開始（環境衛生部）
防災訓練のお知らせ (防災部)

★

新年のご挨拶

（会長

田島幸子）

新たな年を皆様お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、皆様の積極的なご参加、ご支援、ご協力のお蔭ですべての町内会行事が滞りなく進み
ましたことを、改めて感謝申し上げます。
本年の最初の行事は、餅つき大会と新年祝賀会でしたが、好天にも恵まれ、大勢の皆様にご参
加いただき、穏やかな今泉台の新たな年の幕開けとなりました。万が一に備えて毎月行っている
防災無線訓練も、見守り防犯パトロールも既に始動しました。今年も、安全安心な暮らしの為に
地道に皆様とともに活動していきたいと願っています。今泉台が、益々活力にあふれ大人から子
どもまでが笑顔で暮らせる町であるよう知恵と思いを合わせて協働していきましょう。
町内会の皆様、本年もより一層の町内会活動へのご参加ご協力をよろしくお願い申し上げます。

★

「年末たすけあい募金」ご報告

(総務部)

昨年 12 月に実施した「年末たすけあい募金」集計額は 347,655 円となりました。ご協力あ
りがとうございました。 募金額は 12 月 22 日に共同募金会へ届けました。

★

次期役員候補者 推薦のお願い

(総務部)

6 月からの次期役員を選ぶため、皆様に次期役員候補者を推薦していただく時期となりました。
今月班長会でお配りしている「平成 27 年度町内会役員候補者推薦のお願い」の書面に、推薦さ
れる候補者名を記入し、2 月７日(土)までに封筒に入れて各班長さんへお届けください。ご記入
いただく候補者名は自薦他薦を問いません。推薦候補者がいない場合は提出不要です。
各班長さんは 2 月 1４日(土)までに町内会館事務局へお届け願います。
次期役員 12 名は、町内会会則に則り、地蔵、中央、湖畔のブロックごとに推薦委員会を設置
し候補者を選定、定例総会(5/23)にて最終決定されます。配布書面裏の「町内会役員候補者 推
薦に当たって」をご一読のうえ、よろしくお願いいたします。

★

班長さんへのご案内

(総務部)

１．次の定例班長会は、2 月 28 日(土)14 時から町内会館・大集会室(１階)で 開催します。
２．前日 2 月 27 日(金)13 時 30 分から、班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を同所にて行い
ます。2 月の当番は６組から９組 13 名の班長さんです、お手伝いをよろしくお願いします。
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★

餅つき大会・新年祝賀会がにぎやかに行われました

(文教体育部)

1 月 10 日(土)、今泉台町内会恒例の餅つき大会と新年祝賀会が開催されました。お祭り同好
会、三子ども会のお母様方、さわやかピーマン、防災給水給食班、すけっと会、さらには飛び入
りの若いお父さん方のお力添えにより 30 キロのお餅を威勢よくつき上げ、温かい豚汁とともに
振る舞われました。多くの方が吉ガ沢公園に集まりお餅と豚汁に堪能されていました。皆さまが
美味しそうに食べる姿、「美味しかった！」の一言が何より嬉しいお年玉でした。
昼からは会館の中で新年祝賀会が行われ、町内サークル「鎌倉福笛会」の篠笛演奏、先生の三味
線と長唄が加わり日本の伝統芸能を楽しみました。風情ある音色は 1 年の始まりに相応しく、心
も清らかになるものでした。祝賀会では毎年秋にバザールを開催しその収益の殆どを町内会にご
寄附いただいているサークル「虹の会」宮下会長さまから、ごあいさつとご寄附を頂戴しました。
今年も町内の為に大切に使わせていただきます。来賓の方も多数お見えになり、和やかな雰囲気
の中、一年のスタートを切りました。ご協力くださった皆様、ご出席下さった皆様本当にありが
とうございました。本年も一年間、皆さまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

★

みんなで見守りましょう

（福祉部）

高齢者にやさしい町づくりのため、向う三軒両隣の住民の皆様がさりげなく高齢者を見守るよ
う心掛けましょう。異変を感じた場合にはふれあいの泉 地域包括センター(電話 43-5977)に連
絡するようお願いします。また、町内に関係のある宅配業者、新聞配達業者等、住民の皆様と日々
接点のある各種の関係団体には機会をとらえてこの趣旨を町内会より説明し支援をお願いします。

★

元気会へのお誘い

（福祉部）

日時：２月 18 日（水） 13 時～15 時（毎月 第 3 水曜日）
場所：町内会館 1 階大集会室
会費：100 円
内容：みなさんと楽しく過ごしたいと思います。軽い体操の後、音楽
サポーターさんの指導で懐かしい季節の歌などを楽しみます。振るってご参加ください。

★

２月のハローキッズ今泉台（子育てサロン）

（福祉部）

町内会では子育て支援サポーターの方々に協力を頂き、就園前のお子さんとママたちが
一緒に集い楽しむための場所と時間を提供するため子育てサロン「ハローキッズ今泉台」
を開催致します。
お母さん同士お子さん同士の交流の場として、みなさんで子育てを楽しみましょう。
事前の申込は不要です。当日は直接会場へお越しください。
日時：2 月 16 日（月）10:00～11:30 所：町内会館１階大集会室 会費：無料
対象：町内在住の１歳～３歳位の未就園児と保護者
問い合わせ先：町内会福祉部

★ 「製品プラスチック」の資源ごみ回収開始

（環境衛生部）

1 月 15 日より「製品プラスチック」の資源ごみ回収が開始されます。
「容器包装プラスチック」以外のプラスチックでできている製品プラスチックのうち、PP（ポリ
プロピレン）または PE（ポリエチレン）の単一素材でできている製品が対象です。
【回収日】
今泉台は毎月第 2 火曜日です
【ゴミの出し方】
大きいもの（但し、１辺の長さが 50 ㎝未満のものに限る）は、そのまま出してください。
小さいものは、透明・半透明の袋に入れて出してください（但し、45ℓ相当の袋までに限る）。
汚れは落として出してください。汚れていなければ、劣化や破損していてもお出しください。
【主な１８品目】詳しくは鎌倉市のホームページまたは配布されたチラシをご覧ください
三角コーナー・ザル・ボウル・水切りかご・トレー・密封容器・バケツ
製品プラスチックの塵取り・ごみ箱・風呂イス・手おけ・洗面器・書類スタンド・ごみ箱
レターケース・バスケット・洗濯かご・植木鉢・プランター
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★

年末年始の不法投棄・迷惑ゴミ出し

（環境衛生部）

町内の皆さまのご協力により、ほとんどのクリーンステーションがきれいに年を越しました。
ありがとうございました。しかし、数か所については残念ながら不法投棄があり、近隣の方々が
片付けをして下さいました。警察にも通報をしておりますが、今年も引き続き、警戒をしながら
不法投棄への対策を検討しようと思います。ご協力お願い致します。
また、年始のプラスチックゴミの日に汚れたプラスチックが多く見られ、カラスの被害が多発し
ました。もう一度、プラスチックごみの出し方について注意をお願いします。

★

皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

新しい班長さんになりました。半年間どうぞ宜しくお願い致します。
1 月 25 日(日)10：00～11：00 雨天中止
2 月 22 日(日)10：00～11：00 雨天中止
10:00 から皆で協力しお掃除を始めていただけるようお願いいたします。
※ 雨天の場合は班長さんの指示に従って下さい。
※ 落ち葉や枝以外のゴミ(空き缶、瓶、紙クズ、等)は別の袋にまとめてください。

★

家庭用生ゴミ処理機の補助金について

(環境衛生部)

先月号のたよりに掲載した鎌倉市の「家庭用生ゴミ処理機の補助金制度」について付記します。
１．電動型は商品価格帯４～８万円で 75%助成、一世帯 1 台まで、非電動型は商品価格帯 0.1
～2.5 万円で 90%助成、一世帯 2 台まで、助成額上限は４万円、過去 5 年以内に購入費助
成制度を利用していないこと（5 年経過すれば再び助成を受けられます。）
２．家庭用生ゴミ処理機各機種の詳しい説明は、鎌倉市ホームページで検索するか、市役所資源
循環課へお問い合わせください。いずれの機種も生ゴミ量を激減させ、『ゴミ減量化』に大
いに貢献できます。

★

施設・道路保全関係

（施設・道路保全部）

１．樹木等の崩落、崖崩れ等への対応状況
①２丁目住宅地前道路に面した空地からの土砂崩れによる道路遮断懸念に関しては、鎌倉市から
所有者へお願いした結果、木柵から鉄板柵に改善されました。今後とも状況を見守る必要が
あります。
②２丁目奥の空地の陥没と排水路擁壁の一部崩れに関しては鎌倉市が砕石等で埋戻し、加えて石
積みへ裏込め砕石補充等の補修工事を 1 月下旬に行う予定です。更なる陥没、崩れ等の発生
等の経過状況を見守る必要があります。
今後とも安心して暮せる街を維持するため町内会より「町内、崖崩れ等懸念場所の総点検お願
い」を市に提出し相談の結果、先ずは総合防災課と一緒に巡回点検することになりました。
２．掲示板 2 カ所の新設進捗状況
①交番下の道路際は市・道路占用許可、②明月ガ丘付近は個人の所有地を避け市有・緑地の占
用許可を申請中です。
３．防犯灯設置費用の補助金交付申請
①今年度は長寿命、節電型 LED の新設７灯、LED への切替え 13 灯、従来型灯火の
修繕 14 灯の合計３４灯に関して、補助金（費用の約２分の１）を申請しました。
②防犯上から公園協会にお願いし、ひよこ公園の街路灯の照度をアップしました。
４．地蔵前通り・バス停付近の下水管工事のお知らせ：２月下旬～３月上旬
古くなった下水道管を更新し、家庭排水流れ機能の低下、下水管の破損等による道路陥没を
防止するため改修するものです。道路を掘らない新工法で交通への影響、周辺住民への影響
を軽微に留めるとの事ですのでご協力をお願い致します。
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★

防災訓練のお知らせ

(防災部)

3 月 8 日（日）に３つの防災訓練を行います。
1．今泉台町内一斉防災訓練（黄旗による安否確認訓練）
①8：30 までに 玄関近くに黄旗を出してください。
②その後、防災委員・班長が安否確認に回ります。できる限り戸外に出て面談してください。
● 黄旗が無い方は、事前に町内会事務所までご連絡ください。
● 訓練結果は次の A,B,C の集計で評価します。
Ａ：黄旗が掲示してある
Ｂ：掲示していなかったが、訪問後掲示した
Ｃ：非掲示
③黄旗を取り込んでいただきます。
2．三町内会・合同防災訓練（今泉、岩瀬、今泉台）
①10：00～12：00 今泉小学校にて （雨天中止）
②煙体験、非常食の試食、防災備蓄倉庫見学、はしご車見学、消防車放水訓練など。
● 自由参加ですが、是非多数の皆さまのご参加をお願いします。
３．炊き出し訓練（今泉台町内会）（於、今泉台町内会館前）
今泉小学校から帰着後、12：30 頃から～ 豚汁、おにぎりをお配りします。

★

防災グッズのご紹介： サバイバル・フーズ

(防災部)

気温２４℃以下の環境であれば、なんと２５年の保存年数をもつ『サバイバル・フーズ』をご紹介
いたします。 米国オレゴン・フリーズドライ社が開発した長期備蓄食料で、ＮＡＳＡ航空宇宙食
として採用されております。
１．代表的な商品
①クラッカー ②チキンシチュー ③野菜シチューミートレス ④洋風えび雑炊 ⑤洋風とり雑炊
２．クラッカーとチキンシチューは、今年３月８日の三町内会合同防災訓練の試食品として提供す
る予定です。ぜひ、今泉小学校の会場にご参加いただき、ご試食いただきたいと思います。
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