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町内会館 開館時間
月～金：9:00～17:00
土 ：9:00～12:00

今月の注目記事
・新年もちつき大会・祝賀会
・年末年始のゴミ収集予定

（総務部）(文教体育部)
(環境衛生部)

★班長さんの交替、新しい班長さんへお願い

（総務部）

1. 来年 1 月 1 日から各班の班長さんが交替になります。12 月末で退任される下半期・班長さ
んには、夏祭りのお手伝いや募金活動など多くのご協力をいただき真にありがとうござい
ました。
新しい上半期・班長さんには 1 月から 6 月までの半年間、毎月 1 回(原則第 4 土曜日)開か
れる定例班長会にご出席いただき、会員と町内会(役員会)とを結ぶパイプ役をお願いいたし
ます。
２．上半期最初の定例班長会は、平成 28 年１月 23 日(土)14：00 から町内会館・大集会室で
開催します。前任者から受け取った冊子・「次期班長さんへ(上半期)」の p5「班長会出席
表」の 1 月 23 日分に記入し切り取って、ご持参ください。1 月の班長会は連絡事項が多い
ため開催時間は約 1 時間半の予定です。
３．前日１月 22 日(金)13：30 から班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を同所で行います。
当日は１組～6 組の 23 人の班長さんが当番です、お手伝いをよろしくお願いします。

★町内会館のお休み

（総務部）

１．年末年始の町内会館事務所は 12 月 27 日(日)から 1 月 3 日(日)まで冬休み休館になります。
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 12 月 24 日前までに事務
所までお申し込みください。
冬休み期間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．冬休み期間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）、不在
の場合は別の役員へご連絡ください。

★町内会からの弔問・弔慰金制度を廃止します

（総務部）

平成 13 年から実施されてきた現行の弔問・弔慰金制度は、葬儀形式の変化もあって利用/適
用される方が極めて少なくなっています。こうした状況に鑑み、会員ご逝去時の役員の弔
問・弔慰金制度を平成 28 年 1 月から廃止することにしました。本件は 10 月の班長会にご提
案しご承認いただいております。会員の皆さまのご理解、ご了承をお願い申し上げます。
なお、町内会たよりへの「ご逝去のお知らせ」は、引き続き掲載いたします。

★平成 28 年新年もちつき大会、祝賀会開催のお知らせ（総務部）(文教体育部)
来年 1 月９日(土)午前 9 時 45 分から、吉ガ沢公園にて新年もちつき大会と豚汁サービス、午
後 12 時半から町内会館１F 大集会室にて会長の新年ご挨拶。
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その後、琴・尺八・三味線の演奏、続いて新年賀詞交換を行います。
（時間割）9:45～11:30 もちつき大会＊、豚汁サービス
＊若いお父さんお母さん方の飛び入り参加を歓迎します。
12:35～13:10 新年ご挨拶、「たまゆら」琴・尺八・三味線の演奏
13:20～14:35 来賓ご挨拶、乾杯、歓談、「元気会」による歌唱
新しい年の始めのお祝いを、どうぞ皆さまお誘い合せの上、ご来場ご歓談ください。

★自然観察の森ハイキング

(文教体育部)

1２月 6 日（日）に今泉台・今泉・岩瀬地区スポーツ振興会による３町内会合同のハイキングが
行われました。今泉台では 15 名の方々が参加され、３町内合わせて 32 名の参加でした。晴天
のもと、今泉台の６丁目公園を午前 10 時頃出発し横浜市の自然観察の森までを、約２時間かけ
て歩きました。丁度見頃の紅葉を楽しみながら、日頃の運動不足解消にも役立ったのではと思
います。元気に参加して下さった方々にお礼を申しあげます。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

新年最初の元気会です。今年も音楽サポーターさんの指導で元気で楽しく歌い歓談しましょう。
次回は２月１７日（水曜日）です。
なお、１月９日（土）の新春祝賀会で元気会のみなさんの歌をお聞かせする予定です。曲目は、
「一月一日」と「富士山」の二曲です。出演時間は１４：２５～１４：３０の予定です。
・日時：１月２０日（水）１３時～１５時（第３水曜日）
・場所：町内会館 1 階大集会室
・会費：１００円（茶菓代）

★1 月のハローキッズ今泉台（子育てサロン）

（福祉部）

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。
・日時：1 月 18 日（月） 10:00～11:30
・場所：町内会館
・費用：無料
・対象：０歳から 3 歳（未就園児どなたでも）と、おうちの方
次回 2 月のハローキッズ今泉台は第 3 月曜日 15 日の予定です。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

１２月２０日（日）１０：００～１１：００
１月３１日（日）１０；００～１１：００

雨天中止
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。
寒さも厳しくなり、落ち葉の量が一番多い時期で作業が大変かと思いますが、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致します。雨天の場合は班長さんの指示に従い、落ち葉
や枝以外のゴミ（空き缶、ビン、紙クズ、プラスチック等）は別の袋にまとめて下さい。

★年末年始のゴミ収集予定

(環境衛生部)

年末年始のゴミ収集は下記の通りです。ゴミが多くなる時期ですので、収集日を守ってゴミステ
ーション付近の方への迷惑にならないよう、ご配慮をお願いいたします。
種類
日にち
収集
カン、瓶、燃えないゴミ、危険有害ゴミ
12 月２２日（火）
最終収集
ペットボトル、植木剪定材
12 月２３日（水）
最終収集
燃やすゴミ
12 月 24 日（木）
通常
紙類、布類、容器プラスチック
12 月２５日（金）
最終収集
アルミ缶
12 月２６日（土）
最終収集
燃やすゴミ
12 月 28 日（月）
特別収集（今年最後）
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＊28 日は、通常の収集時間とは異なります。8 時半までにお出しください。
＊年始のゴミ収集開始は 1 月 4 日（月）からです。ご協力をお願いいたします。
＊カラスがゴミを散らかすと周囲の方は後片付けに往生いたします。ゴミの出し方には充分注意
を払い、丈夫なシートを利用するなどして被害防止を図りましょう。

★注目！！

ゴミステーション設置の場所について

（環境衛生部）

さまざまな問題が寄せられますが、町内会ではご相談に対応しておりません。各ゴミステーショ
ン利用者の皆様で話し合いの上、解決をお願いいたします。更なるご相談は、市、環境部クリー
ンセンター（Tel：44-5344）にお願いいたします。（今泉台町内会）

★「不法投棄」のゴミは警察に連絡を

（環境衛生部）

先月もお知らせいたしましたが、引き続き年末にかけて、警戒をよろしくお願いいたします。

★町内会館の掃除機および年末清掃

（施設・道路保全部）

１．町内会館で使用しています掃除機が壊れたり、古くなりましたので、新規に購入しました。
２台は通常の家庭用掃除機です。また残りの一台はコードレスのスティック型で主に２階
の多目的室や階段、廊下での使用に便利なものです。
２．25 日に毎年恒例の館内の年末清掃を専門業者に依頼しています。
各サークルの皆さん年末に向けまして、余分な荷物の整理をお願いいたします。

★冷蔵庫に家族安心カードが入っていますか？

（防災部）

このほど、災害時・緊急時に備えて、『今泉台・家族安心カード』と収納容器等を配布いたしま
した。ご記入ずみのカードは冷蔵庫に入れていただいていますか？
大船消防署にも鎌倉市総合防災課にも「今泉台では冷蔵庫に安心カードが入っている」というこ
とをご説明に伺い、ご理解をいただいています。「冷蔵庫に安心カード」を合言葉にご自身とご
家族の安心を守りましょう。新しいカードが必要なときは町内会事務所でお渡しします。

★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。止血法も大きく変わってきています。最新の救命法を学んでみませんか。
日時：２月２０日（土）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：以下の申込書にご記入のうえ、町内会事務所にご提出ください。申込書は町内会事務所
でもお渡ししています。締切は２月１０日（水）です。
なお、事前申込みなしで当日ご参加いただいても受講できます（この場合、修了証は後
日のお届けとなります）
。

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
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。
切取線

救急救命講習申込書
お名前

生年月日

ご住所
今泉台・山の内
今泉台・山の内
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