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今月の注目記事
班長会、定時総会のご案内（総務部）
町内会会費納付のお願い（会計部）
第 3 回今泉台文化祭を開催します（文教体育部）

★

北鎌倉台フェスタへのお誘い！

（会長 田島幸子）

日 時：５月１６日（土）・１７日（日） １１時～１７時《文化祭と同時開催》
場 所：北鎌倉台商店街・吉が沢公園
テーマ：『商店街を住民の交流の場に！』
昨年、湖畔フェスタが大変好評でした。今回は、北鎌倉台商店街と公園がオープンカフェになり
ます。我が町の商店街が楽しい住民の交流の場になります。
是非、文化祭と併せて足をお運び下さい。子ども達には、いろいろなワークショップもあります。
詳しい内容は、ポスターを張り出しますのでお楽しみに！

★

班長会、定時総会のご案内

（総務部）

１．5 月の定例班長会は、５月 23 日(土)14 時から町内会館・大集会室(１F)で 開催します。
班長会終了後、定時総会を開催します。班長さんおよび参加いただける会員の皆さまは、本
日お配りする議案書を持参してご出席ください。議題は①「平成 26 年度活動報告」、②「平
成 26 年度会計決算報告」、③「平成 27 年度役員ならびに監事の選任について」、④「平成
27 年度町内会活動計画」、⑤「平成 27 年度会計予算」です。
２．前日の５月 22 日(金)13:30 から、班長会および定時総会の準備(資料綴じ、座席つくり)を
同所にて行います。５月の当番は 24 組から 27 組の 16 名の班長さんです。お手伝いをよ
ろしくお願いします。

★

臨時総会のご報告

（総務部）

3 月 28 日(土)町内会館・大集会室で開催され、班長さん、一般会員、役員 計 115 名の会員
が出席されました。提案された４議案：平成 27 年度暫定予算、町内会会則一部改定、第 1 汚水
処理場跡地の売却活動状況と今後の方針、明日プロの発展的解消と新 PJ 発足、が議案通り承認
されました。

★

町内会館のお休み

（総務部）

１．5 月 3 日(日)～6 日(水)の間、町内会館・事務所はお休みします。この期間中に町内会館の
ご利用を希望される方は、事由を添えて事務所までお申し込みください。
連休中に町内会館を利用される場合は、チェックシートに特別の点検項目があります。利用
後の出入り口の施錠、電源 OFF などの確認に特にご留意ください。
２．連休中の町内会への緊急連絡は、所属する班の担当役員(各班長さんご承知)へお願いします。
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★

第 12 回大船まつりが開催されます

（総務部）

5 月 10 日(日)１０時～16 時、大船駅東口から鎌倉芸術館、鎌倉女子大前にかけての地区周
辺を主会場に、式典、パレード、仮装行列、コンサート、模擬店、フリーマーケットなど楽し
い催し物がいっぱいのにぎやかなお祭りです。当町内会も会場の整理、清掃に一役買って協力
しています。

★

町内会ホームページのご案内

（広報部）

今泉台町内会ホームページは、パソコンまたはスマホでインターネットから「今泉台町内会」
または http://imaizumidai.org を検索すると以下のページが簡単に見られます。
☆ 生活情報（救急医療機関・町内施設紹介）
☆ サークル・地域活動（子供会・スポーツ・趣味・ボランティア・その他の団体の活動）
☆ 町内会行事予定、＊防災活動、＊防犯活動、＊町内会たより、＊みんなの広場
☆ 今泉台はこんな所、＊今泉台の魅力、＊イベント報告・町内ニュース
☆ 交通アクセス、＊季節のアルバム、＊今泉台の素敵な人々、＊商店街情報、＊時刻表 等
また、「New ! 」には更新されたばかりのページ、「注目！」には各種行事の開催通知や注目する
べきニュースなどが掲載されています。
ホームページはカラーの写真やポスターなどが多く、楽しく便利な内容が満載されています。
どうぞお楽しみ、ご活用ください。

★

町内会会費納付のお願い

（会計部）

4 月は町内会費納付の月です。
現金納付の方でまだ納めていただいてない方は、至急事務所窓口へお願いいたします。
お振込される方は、下記口座へお願いします。
●三菱東京ＵＦＪ銀行 大船支店 普通 ００３８９６４ 今泉台町内会
●郵便局 00230－4－10146 今泉台町内会

住所を氏名の前に、ご記入ください。

（例）4－6－13 イマイズミハナコ

三菱東京 UFJ 銀行及び郵便局で残高不足で引落し出来なかった方は、４月３０日に引落しさせ
ていただきます。

★

5/16,17 に「第3回今泉台文化祭」を開催します

（文教体育部）

平成27年度の文化祭の開催にあたり、現在各実行委員が忙しく準備を進めております。
今回町内の皆さんより、絵画、書道、写真、華道、手工芸などの分野で１００点余の作品応募を
いただいています。今年は盆栽、野草、バラ等の展示が加わり、また海外の子ども達が書いた絵
も展示されます。昨年とは、また一味違った展覧会となる見込みです。
当日、第１会場（町内会館１階大集会室）、第２会場（２階会議室）、第３会場（北鎌倉台商
店街ストリート）、第４会場（みらいずみ工房）にて、皆さんのご来場をお待ちしています。

★

「絵画・書道子ども教室」開催しました

（文教体育部）

「第３回今泉台文化祭」の一環として、子どもさんが春休みに入った3月26日に、「書道子ど
も教室」、30、31日に「絵画子ども教室」を開催しました。新１年生も含め両部門で４０名ほ
どの参加がありました。子どもさんたちの絵画・書道作品とストリート絵画作品（合板描き）は
文化祭で展示されますので、楽しみにしてください。

★

元気会へのお誘い

（福祉部）

日時：５月２０日（水） １３：００～１５：００（毎月 第３水曜日）
場所：町内会館１階大集会室
会費：１００円（茶菓代）
対象：概ね、６0 歳以上の方
内容：花の季節となりました。元気に皆さんと一緒に軽い体操後、音楽サポーターさんの指導で、
季節の歌を楽しみたいと思います。ぜひ、ご参加ください。
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★

５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いただき、就園前のママたちがお子さんと
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」
を毎月 1 回開催いたしております。
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：５月２５日（第 4 月曜日） １0：００～１1：3０
場所：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：今泉台町内会福祉部
お知らせ：次回６月のハローキッズ今泉台は６月１５日（第３月曜日）に開催いたします。

★

ゴミ有料化

（環境衛生部）

４月１日より「家庭ゴミ有料化」がスタートしました。皆さまのご協力とご理解によりスムーズ
に有料化が導入されました。ただ一部のクリーンステーションで有料の袋を使わずに出されてい
るゴミがあり、回収されずに残った結果カラスの被害が起こり周辺住民の方が迷惑をしています。
毎回このような状況が続くようならば、クリーンセンターの方がゴミ回収日に立ち番すると言う
対応を取って下さるそうです。出来るだけそういうことのないよう、皆さまのご協力をよろしく
お願いいたします。
月・木曜日の「燃やすごみ」、火曜日の「燃えないゴミ」以外は今まで通りの出し方です。
「プラスチックゴミ回収」は毎月第２火曜日です。
回収されないゴミでお困りの方、その他不法投棄などは町内会へご連絡をお願いいたします。直
接クリーンセンターへご連絡いただいても結構です。

★

皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

5 月 31 日(日)10：00～11：00 雨天中止
6 月 28 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。

★

施設・道路保全関係

（施設・道路保全部）

１．道路補修、樹木伐採等で鎌倉市へ直接お願いのお礼
先般お願いいたしました掲題の件で住民の方々から直接鎌倉市にお願いいただき、町内会
としても業務繁忙を緩和させていただき感謝申し上げます。市に話しても埒が明かない場合
には町内会にご連絡ください。最近もバス道路沿いの街路樹が大きく茂って、車の交通安全
及び子どもの防犯のため、枝を強く剪定するようにお願いをしております。
２．バス通り道路の舗装改善を鎌倉市にお願い
湖畔バス停～地蔵前バス停間、特に４丁目交差点付近までの道幅が狭い区間に付き、大型
車の通行に伴う近接住宅の振動・騒音の問題及び交通事故の懸念対策の為、鎌倉市道路課に
舗装改善を依頼しました。予算の関係で時間が掛かるかも知れませんが優先度をあげるよう
にお願いしております。
３．住民協定遵守の手続き改定で業務改善・簡素化
ご存知の住民協定は本町内で長らく遵守されてきた協定で、今後とも守るべきものと考え
ております。一方で町内会・役員の業務改善・簡素化は喫緊の課題であり、かつ家屋の建築
主及び土地の所有者或いは事業者にとっても業務の簡素化は重要な課題です。そこで今回、
実質内容と効力は変えずに提出をお願いする書類の統廃合・削減（６種⇒２種）やりとり回
数の削減（4 回⇒２回）等で手続きを大幅に簡素化いたしました。
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★

防災グッズ「非常持出リュックとポーチタイプ」のご紹介

（防災部）

不幸にして大きな災害が発生し、緊急に避難を余儀なくされる場合に便利なグッズです。
１．非常持出リュック 両手が自由に使えるリュックタイプをお勧めします。
①非常用給水袋（4 リットル程度）
、②缶入りカンパン、③懐中電灯（予備電池含む）、④救急
セット等は、予め平常時に準備しておくことが大切です。
２．ポーチタイプ リュックより更に小型で、帰宅困難者支援セットとして注目されております。
避難者は長距離を徒歩で移動することになりますが、このセットは軽量かつコンパクトにま
とめられています。 ①防塵マスク・軍手・タオル、②非常用飲料水、③非常用ラジオ・ライ
ト等がセットで収納されています。

★

ピカピカの新１年生の通学が始まりました！

（防犯・交通部）

4 月 6 日の入学式、はじめの１週間は先生が途中まで付き添いで下校でしたが、２週目からは
給食も始まりいよいよ自分たちだけで下校です。まだまだ慣れない登下校、みなさん見守ってあ
げて下さい。今年の今泉台地区の新入生は 35 人で昨年より 9 人増えました。 この時期をきっ
かけに、パトロール活動に参加いただけないでしょうか。防犯ベストや腕章を貸出いたしますの
で、町内会事務所にご一報ください。

★

砂押川沿いに歩道敷設工事が始まりました

（防犯・交通部）

4 月 20 日から中町付近の砂押川沿いに歩道敷設工事が始まりました。工事区間は交互通行（バ
スの休止時間は通行止めもある）となりますので、通行には十分ご注意ください。
それに伴い、今泉台 1 丁目の道路は迂回路として車の通行が増えることが予測されます。施
設・道路保全部と共に安全対策を市や警察にお願いしていますが、皆さまも車の運転や歩行時に
はくれぐれも安全を確認してくださいますようお願いします。
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