第４7７号

平成２7 年６月２７日

（６月号）

今泉台町内会たより
編集･発行 : 今泉台町内会 鎌倉市今泉台４－６－１３
TEL：４6－4616 FAX：46－4616
E-mail：imaizumidai4613ｊ@yahoo.co.jp
ホームページ： http://imaizumidai.org

今月の注目記事
・平成 27 年度 班長さん交替
・夏祭り開催案内（8 月 1、2 日）
・長寿の方のお祝い

★平成２７年度新役員紹介と主な活動計画

（総務部）
（文教体育部）
（福祉部）

（会長 田島幸子）

平成２７年度の定時総会で役員並びに監事が全会一致で承認されました。
新体制のもと６月３日に役員会を開き、職務分担を下記のとおり決定いたしましたのでご報告
いたします。
今年度も、住民の皆様と共に安全で安心な活気のある町づくりに取り組んでいきたいと思いま
す。新役員それぞれの役割を真摯に努めます、皆様のご協力ご支援よろしくお願いします。
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★平成 27 年度定時総会が開催されました
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（総務部）

平成 27 年度定時総会は、5 月 23 日(土)１４時 25 分から、班長 87 名、一般会員 9 名、新役
員候補者 9 名が出席して町内会館大集会室で開かれ、「平成 27 年度会計予算」、「平成 27 年
度役員ならびに監事の選任について」など 5 つの議案がいずれも原案どおり承認されました。
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★班長さんが交替します

(総務部)

7 月 1 日より各班の班長さんが交替します。新しい班長さん(107 名)には、７～12 月の半年間、
月 1 回（原則第 4 土曜）開かれる班長会にご出席いただき、会員と役員会とを結ぶパイプ役を
お願いしています。また 8 月 1 日(土)、2 日(日)に開催予定の恒例の夏祭りの仕事もお手伝いい
ただくことになりますのでよろしくお願いします。 なお、6 月末で退任される現班長さんに
は、町内会のいろいろな行事へご参加ご協力をいただきましたこと、あらためて御礼申し上げ
ます。
よろしく！

く！

★新しい班長さんへお願い

(総務部)

１．臨時班長会、および準備会
(1) 平成 27 年 7 月 4 日(土)14 時から町内会館・大集会室(１F)で 開催します、ご出席くださ
い（予定 1 時間程度）。 その際、前任者から受け取った資料一式：「次期班長さんへ(下半
期)」と、資料の末尾の「出欠票」に記入し、切り取って持参ください。 当日は、班長さん、
組長さんの仕事内容、および夏祭りの役割分担についてご相談させていただきます。
(2) 前日 7 月 3 日(金)に臨時班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を各班の回り持ちでお手伝い
いただきます。この日は 1 組～4 組、15 名の方が当番です。13 時 30 分までに町内会館・
大集会室へお集まりください。
２．定例班長会、および準備会
(1) 7 月 25 日(土)1４時から町内会館・大集会室で開催します、ご出席ください(予定 1 時間程
度)。
(2) 前日 7 月 24 日(金)に定例班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)をお手伝いいただきます。
この日は 5 組～9 組、16 名の班長さんが当番です。13 時 30 分までに町内会館・大集会
室へお集まりください。

★咲かせよう！笑顔の花を

夏祭り！

（文教体育部）

今年は８月１日（土）、２日（日）が夏祭りです。
お神輿、山車、盆踊り、町内会各サークルなどからの楽しい企画で、多くの皆様の参加をお待ち
しています。 新たな出会い、語らい、懐かしい人との再会、大人も子供も、あなたが主役、今
年も思いっきり楽しんで、沢山の思い出をつくりましょう。
夏祭りは全て皆様のご寄付で運営しております。

今年も、町内会皆様の温かいご協力をお願いいたします。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

日時：７月 15 日（水）１３時～１５時（毎月第３水曜日）
場所：町内会館大集会室
会費：１００円（茶菓代）
内容：暑い季節となりました。暑さに負けず皆さんと軽い体操の後、音楽サポーターさんのご
指導で、季節の歌を楽しみましょう。どなたでもご参加ください。
8 月の元気会はお休みです。なお次回は、9 月 16 日（水）13 時からです。
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★７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子育てサロン「ハローキッズ今泉台」を毎月 1 回開催致
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。
事前の申込みは不要です。当日は直接会場へお越しください。
日時：７月１３日（第２月曜日） １0：００～１1：3０
場所：町内会館一階大集会室
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：次々回８月のハローキッズ今泉台はお休みです。なお、9 月は第 2 月曜日 14 日に行
います。元気に夏をお過ごしください。

★長寿の方のお祝い

（福祉部）

本年も、来る「敬老の日」を記念して平成２7 年９月１５日現在で、満７７歳、８８歳、９０歳
以上の方に、大船地区社会福祉協議会より祝意が表せられます。
つきましては、７月初旬より該当の方の調査をさせていただきますので、ご協力をお願いしま
す。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

６月２８日（日）１０：００～１１：００

雨天中止

７月２６日（日）１０；００～１１：００

雨天中止

毎月のクリーンデーにご協力いただきまして有難うございます。
１０時から皆さんで協力し、お掃除を始めていただきますようお願いします。
※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、ビン、紙クズ、ビニール等）は別の袋にまとめて下さい。

★地蔵前歩道にアジサイを植栽

（環境衛生部）

５月３１日（日）に白山神社バス停～地蔵前バス停間にアジサイの植栽が行われました。
この作業にご協力いただきました方々に、心より感謝いたします。ありがとうございました。

★剪定のお願い

（環境衛生部）

梅雨を迎え、町内の樹木や草が非常に伸びてきております。各公園やグリーンベルトの剪定
依頼は既にしてありますので、しばらくお待ち下さい。
また、各ご家庭で著しく道路にはみ出している木々の剪定にご協力をお願いします。見通しが
悪くなり、車のすれ違いの時に大変危険となります。ご理解とご協力をお願いします。

★ネコちゃん、ワンちゃんの糞害

（環境衛生部）

最近、空地や駐車場などで、ネコちゃん、ワンちゃんの糞が多く見受けられます。
飼い主の方々のマナーが問われますので、充分なご配慮をお願いいたします。
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★施設・道路保全ほか活動状況

（施設・道路保全）

(1)夏祭りの準備として、舞台装置・電気工事等の諸施設及び吉ガ沢公園の
除草・剪定の発注をしました。時節柄、繁忙期になりますので
早めの発注となりました。
(2)町内会の掲示板を、３か所アクリルドア付きの耐候型に変更します。
その際の最適位置・適正な高さを業者と現地にて検討しました。
工事は６月下旬を予定しています。今回の工事で掲示板１８カ所が
全てアクリルドア付きになります。

★救急救命講習会にご参加ください

（防災部）

町内会館には AED が備え付けられています。この AED の使い方を含む心肺蘇生法と止血法の
講習会を開催します。
日時：７月５日（日）１３：３０～１６：３０
場所：町内会館 １階大集会室
対象：中学生以上（受講者には消防署より修了証が授与されます。）
申込み：当日ご参加大歓迎（この場合、事前申込みは不要ですが、修了証は後日のお届けとなり
ます）
。なお、6 月 30 日（火）までに、町内会事務所に備え付けの申込書をご記入くだ
さった方には、当日修了証をお渡しします。

AED（自動体外式除細動器）とは
心臓突然死の主な原因に、心筋の動きがバラバラになり、心臓のポンプ機能が失われる心室細
動があります。発生から 1 分ごとに救命率が 7～10％下がるといわれる心室細動の危機から命
を守るには、強い電気ショックを与えて心筋のけいれんを除去する電気的除細動が最も効果的
だとされています。この電気的除細動を自動的に行うのが AED です。
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