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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
・文化祭マルシェ（青空市場）出展者募集 （文教体育部）
・平成 28 年度町内会費納入準備
（会計部）
・スタンドパイプを使用しての消火訓練
（防災部）

★班長会と準備会、定時総会議案書準備会のご案内

(総務部)

１．4 月の定例班長会は、23 日(土)14 時から町内会館・大集会室(１F)で 開催します。
２．前日の４月 22 日(金)13:30 から、班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を同所にて行いま
す。４月の当番は 19 組から 23 組の 14 名の班長さんです、お手伝いをよろしくお願いし
ます。
３． また前々日 4 月 21 日(木)13:30 から、定時総会(5/28(土)開催)用議案書の製本綴じ作業
を大集会室で行います。こちらは 14 組～18 組の 17 名の班長さんにお手伝いをお願いい
たします。

★みんなでまちづくりの懇談会ご案内

（副会長 尾島）

毎月第３金曜日にみらいずみ工房で実施されておりました４者懇談会（横浜国大主催）は４月
より町内会が主催する形で継続開催いたします。参加は横浜国大、LIXIL、NPO₋タウンサポー
ト鎌倉今泉台、町内会役員ほか町内有志としますが、鎌倉市は地域つながり推進課が必要に応
じ参加する可能性があります。
本会は決定機関ではありませんが、出来るだけ多くの方々に出席いただき今泉台をより良き町
とするためのフランクな意見交換の場にしたいと思います。
ご関心のある方は是非、ご参加ください。
次回開催日：４月１５日（金）14：00～16：00
場
所 ：みらいずみ工房
テ ー マ ：暮らしやすいまちづくり
○子育てにやさしい
環境の整備など
○高齢者が住み続けられる
医療と介護支援が受けやすい環境整備、対応など
○その他ご提案を歓迎します。（4 月 5 日まで町内会事務所で受け付けます）

★平成 28 年度町内会費(3,600 円)納入準備のお願い

（会計部）

― ４月１日までに必ず預貯金残高の確認と確保を！ ―
４月は町内会費３，６００円(年額一括)納入の月です。所定どおり納入が完了しますよう預貯金
残高の確認と確保のご準備をお願いします。
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町内会は、防犯街路灯(約 500 灯)の維持管理や、さらには防犯・防災の設備・用具を増強し、
“安全・安心のまちづくり”に不断の努力を続けております。また、夏祭りなど多くの会員が
集う行事を主催し、他方「すけっと会」などの福祉活動団体や「子ども会」などのサークル活動
を支援し、町内の人々の絆をより確かなものにと努めています。この運営費用は、町内会費（一
部は寄付）によっていることをご理解して頂き、町内会費納入に格別のご配慮をお願いいたしま
す。参考までに、納入の概要（基本は、前年に同じ）を次のとおりお知らせします。
項

目

内

容

説

納入金額

3,600 円（月額 300 円×１２ヶ月：年額一括）

納入方法

三菱東京 UFJ 銀行 3,708 円 郵便局 ３,６２５円
口座振替（引落し）手数料込みの金額です。

口座振替（引落し）日
（４月に２回）

明

（初回）
（最終回）
三菱東京 UFJ 銀行 口座： ４月４日（月） 5 月 2 日（月）
郵便局 口座
： ４月２0 日（水） 5 月 2 日（月）

納入完了と
未納入の扱い

初回残高不足の場合、5 月 2 日振替（引落し）できれば納入完了です。
万一、２回とも残高不足により振替不能となった場合は、その後に口座にご入金さ
れても自動引落しされず未納扱いになります。

預貯金残高の
確認のお願い

口座振替の前日：三菱東京 UFJ 銀行４月１日（金）、郵便局４月 19 日（火）ま
でに預貯金残高の確認と確保をお願いします。

現金納入の取扱い
（４月中の早期に）

口座振替のお願い

現金納入される方
４月中に、早期に町内会事務所に直接現金をご持参願います。
振込もできます。
（振込料は自己負担でお願いします。）
●三菱東京 UFJ 銀行
大船支店 普通 0038964 今泉台町内会
お名前の前に番地を入れて振り込んで下さい。
（例）4-6-13 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾊﾅｺ
●ゆうちょ銀行 00230-4-10146 今泉台町内会
口座振替納入を原則としております。会員が町内会に直接出向き、現金納入され
るお手間を省き、町内会では督促状の作成・送付、個別現金授受の手続き等の事
務負担の増大を避けるためです。口座振替（自動引落し）にかえられる場合は、町
内会にご連絡ください。この場合、来年度以降の取り扱いとなります。

★グランドゴルフ大会が開催されました

（文教体育部）

3月13日（日）に今泉岩瀬地区スポーツ振興会主催の「3町内会対抗グランドゴルフ大会」が岩
瀬下関防災公園にて開催されました。役員6名、檜会グランドゴルフ部10名、合計１６名が参加
しましたが、結果は優勝今泉、2位今泉台、3位岩瀬と、今泉チームとは3打差で惜しくも優勝を
逃してしまいました。来年こそは優勝目指して頑張りたいものです。

★NPO 主催「今泉台文化祭マルシェ（青空市場）」出店者募集！

(文教体育部)

５月２１日（土）、２２日（日）文化祭が開催されますが、同じ日に吉ガ沢公園で
「今泉台文化祭マルシェ（青空市場）
」を開催致します。このマルシェの出店者を募
集いたします。出店種目は手芸品、手作り菓子、飲食関係、地元農産物、リサイク
ル品、その他販売したいものがあればご相談ください。
申込み期間は４月１日（金）～４月２３日（土）です。
お問い合わせ先：0467-41-1835（丸尾）、0467-45-0740（池谷）
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★元気会へのお誘い

（福祉部）

日時：４月２０日（水） １３：００～１５：００（毎月第３水曜日）
場所：町内会館一階大集会室
会費：１００円（茶菓代）
春の気配がようやく整い、心地良い季節となりました。日本人が一番好むといわれる桜の季節、
嬉しいですね。今月も音楽サポーターさんの指導で季節の歌を楽しみ歓談しましょう。次回の
元気会は ５月１８日（水）です。

★4 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：4 月 18 日 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 5 月のハローキッズ今泉台は第 3 月曜日 16 日の予定です。

★赤ちゃんステーションへのお誘い

（福祉部）

毎週金曜日に町内会館 2 階多目的ホールを若いママと赤ちゃんの交流の場として開放していま
す。児童図書も沢山あります。どうぞお出かけ下さい。第 3 金曜日はお茶を飲む会にしていま
す。次回は４月 1５日（金）10：00－12：00 です。
なお、赤ちゃん見守りのボランティアの方を募集しています。
赤ちゃんステーション連絡先：田渕 44－6323 山本 44－8014

★クリーンセンター解体工事について

（環境衛生部）

4 月 23 日（土）班長会終了後（14:30 頃）に、クリーンセンターの方による解体工事に関す
る説明会があります。皆様、ご自由に参加ください。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

3 月２7 日（日）１０：００～１１：００

雨天中止

4 月２4 日（日）１０：００～１１：００

雨天中止

朝夕の冷え込みも弱まり、春めいてきました。皆様のご協力の下、お掃除
を始めて頂きますようお願い致します。落ち葉や枝以外のゴミ（空き缶、
瓶、紙クズ、プラスチック等）は別の袋にまとめてください。
※雨天の場合は班長さんの指示に従って下さい。

★最近のクリーンデーで感じること・・・

（環境衛生部）

それぞれの担当地区により、散乱する落ち葉が多いところ、坂道であるところ等々、状況の違い
もあり、活動できる方々の数にも違いが生じているようです。クリーンデーは町美化活動である
ことをご理解いただき、ご無理のない範囲でのご協力をお願い申し上げます。
「今泉台町内会しおり、クリーンデーについて」より
今泉台の環境は住んでいる私たちで護るものであり、家の近くの道路などを清潔に保つとともに、
クリーンデーにつとめて参加し、良い環境作りに今泉台の住民の皆さまの協力をお願いします。
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★町内会館・厨房内改装工事

（施設・道路保全部）

3 月 8 日、9 日の両日、厨房の改装工事を行いましました。
調理台と流し台付近に経年劣化等によるクロスの剥離がありましたのでその部分を耐火ボード
に張り替える作業を行いました。
ご利用の皆様にはこれまで同様に厨房内の整理整頓と安全にご協力くださいますよう、お願い致
します。

★４月２日は一般防災訓練です

（防災部）

今泉台では、年に４回、場所を変えて防災訓練を実施しています。どなたでも
参加でき、消火の方法だけではなく、救急救命方法も学べます。今年最初の防
災訓練にぜひご参加ください。
日時：４月２日（土）１０：００～１１：３０（雨天時は６月に延期します）
場所：１丁目今泉駐在所奥（浄化槽跡地）
内容：家庭用消火器の操作、簡易担架の作り方、三角巾の活用法、防災倉庫内
の備品（発電機・チェーンソー等）の使い方など

★スタンドパイプを使用しての消火訓練にご参加ください

（防災部）

今泉台自主防災組織では、現在、消火栓から直接取水し、消火することができるスタンドパイプ
式消火器具の導入に向け、鎌倉市や消防署と協議を続けています。このほど、大船消防署のご協
力を得て、今泉台の消火栓１か所を実際に使用しての訓練（検証）を行うことが決まりました。
スタンドパイプの導入に向けた第一歩としてしっかり取り組んでいきたいと考えます。
以下の要領で、検証を行いますので、関心のある方はぜひご参加ください。
日時：４月２４日（日）１０：３０～１１：３０（雨天決行）
場所：滝ノ入南公園（今泉台５丁目）
内容：消火栓にスタンドパイプを接続しての放水訓練（どの程度の強さで放水できるか、一般住
民が操作できるか、などを検証します）
ご注意：消火栓の使用によって、４・５・６丁目の一部住宅で水道水の濁り等が発生する可能性
があります。当日は県水道局職員も待機してくださり、可能性は低いとのことですが、念
のため、朝のうちに飲み水を汲み置きするなどの対応をお願いいたします。
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