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今月の注目記事
・町内会費・共益費 未納の方へ
・みなまち通信 1 号

（会計部）
（副会長 尾島）

★班長会のご案内

(総務部)

１． 6 月の定例班長会は上半期最後の班長会で、6 月 25 日(土)14 時から町内会館・大集会室
(１F)で 開催します。次期班長さんへの引継ぎ書類など重要なお願いがありますので出来
るだけご出席ください。もし、ご都合で欠席される場合は、代理のかたのご出席をお願い
いたします。
２． 前日の 6 月 24 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。6 月の当番は 28 組から 31 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。

★平成 28 年下半期の組長・班長さんへの引継ぎ

(総務部)

平成 28 年 1 月から務めていただきました組長・班長さんは 6 月 30 日で任期満了になりま
す。半年間ありがとうございました。
7 月からの新しい組長・班長さんへ仕事の引継ぎをお願いいたします。今月の班長会でお
配りする「組長、班長引継ぎ届」に従い、新しい組長、班長さん名を記入して、6 月 4 日(土)
までに町内会事務所へお届けください。

★定時総会議案書の訂正

(総務部)

4 月の定例班長会でお配りした平成 27 年度定時総会議案書に記載誤りがありました。
お手数ですがお手元の議案書の修正をお願いします。
（正誤表）
誤
→
正
 p7 の表、6 行目、渉外費の差異(実績―予算)欄の数字：
30,711 →
30,811
 p7 の表、8 行目、助成費の差異欄の数字：
△70,000 → △35,000
 p7 の表、下から 3 行目、支出の合計⑦の差異欄の数字： △456,601 → △421,601
 p8 の 2.（対予算差異の概略説明）の記述 5 行目：
42 万円増 →
42 万円減
 p10 の（会計決算報告 日付）
：
平成 27 年 5 月 28 日
→ 平成 28 年 5 月 28 日
なお、定時総会にご出席された皆さまには当日（正誤表）をお配りしました。
なお、定時総会にご出席された皆さまには当日、正誤表をお配りしました。
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★町内会費・共益費

未納の方へ

（会計部）

― 未納の方は 町内会口座への振込み 又は 町内会事務所での納入を ―
町内会費・共益費は１年分を毎年４月に前納いただくきまりになっています。口座の自動引落し
は４月と５月２日の２回で終了しました。未納の方は各位で町内会口座へ振り込むか、町内会事
務所へ現金をご持参願います。
町内会振込み口座 （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
（注）預金額の不足で自動引落しができなかった場合でも、三菱東京 UFJ 銀行の場合は手続き
料１０８円が発生し町内会が負担しています。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

日時：6 月１5 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）
紫陽花が色づく季節、梅雨期といえどもここ鎌倉では雨に濡れた紫陽花も風情が感じられます。
今月はどんな歌がでてくるのでしょうか。楽しみですね。又、今月は保健師さんによる健康体
操があります。軽い服装でおこし下さい。次回 7 月の元気会は２０日（水）です。
連絡先：町内会（福祉部長）

★6 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：6 月 20 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 7 月のハローキッズ今泉台は第 2 月曜日 11 日の予定です。
連絡先：町内会（福祉部長） 申し込み：不要（直接会場へ）

★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 6 月 17 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

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

５月２９日（日）１０：００～１１：００

雨天中止

６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ありがとうございます。
10 時から皆さんで協力し、お掃除を始めて頂きます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、プラスチック等）は別の袋にまとめてください。
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★ワンちゃん、ネコちゃんの飼い主の方々へお願い

（環境衛生部）

最近、空地やグリーンベルトなどでワンちゃん、ネコちゃんのフン害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。

★植木剪定のお願い

（環境衛生部）

新緑の美しい候となりました。新芽がぐんぐん伸びて道路にはみだしたり、通行の邪魔にならな
いように木々の剪定にご協力をお願いいたします。
また、各公園やグリーンベルトの剪定、草刈は、夏祭り前（7 月下旬）に依頼しておりますので
ご承知おきください。

★アルミ缶買上金ご報告！

（環境衛生部）

平成 27 年 10 月から平成 28 年 3 月までのアルミ缶買上金は、４４、７７５円（１、７９１㎏
ｘ２５円）でした。また、昨年１０月より１㎏３０円が２５円となりました。
今後もアルミ缶の回収は土曜日に出すよう、ご協力をお願いいたします。

★町内会館

整理

（施設・道路保全部）

２階書庫、2 階会議室の防災本部、倉庫（屋根裏）を重点的に整理しました。
屋根裏部分の倉庫には、夏祭り関連用品・新年会関連用品・各サークルの用品等部門ごとに整
理しました。尚、永久保存の書類等の整理・整頓を各部の協力を得て、今月中に終えるように
計画しております。また倉庫の前面には緊急時の対応がスムーズに行えるように防災関連の用
品を纏め収納しました。
尚、各サークルの皆様におかれましてもそれぞれの用品の整理と不要品の処分をよろしくお願い
致します。

★災害への備え・・・自宅避難と火事対策

（防災部）

今泉台で暮らす私たちは自然災害に対してどのような備えをすべきでしょうか。
この地域では今泉小学校が避難所に指定されていますが、小学校まではやや距離があります。小
学校への避難を絶対視するのではなく、隣近所や班での助け合いを前提に自宅もしくは自宅周
辺に留まることも考える必要があります。すなわち「自宅避難」です。
そして安心して「自宅避難」生活を続けるためには、火災への備えが大変重要です。大震災時に
は、消防車等がすぐには駆けつけられないことも考えられます。火事を出さないこと、さらには、
初期消火と延焼防止のために住民ができることをしていくことが求められます。
各ご家庭では、ぜひ、以下のような備えをお願いいたします。
①１週間分の水・食料品を始め、懐中電灯・ラジオなど
②家具の転倒防止策、枕元に運動靴かスリッパ（飛散したガラスで怪我をしな
いため）
③火事を出さないために、消火器・感震ブレーカーなど
防災部では、道路上の消火栓から取水して放水することができるスタンドパイ
プ消火資機材の導入に向けて、市や消防本部と協議を続けています。今年中に
はスタンドパイプを使用しての訓練が実施できるよう、力を入れていきます。

★６月４日は一般防災訓練です

（防災部）

以下のとおり、防災訓練を実施します。消火や救急救命方法を学びます。ぜひご参加ください。
日時：６月４日（土）１０：００～１１：３０（雨天時は９月に延期します）
場所：４丁目吉が沢広場脇防火水槽
内容：可搬式消火ポンプの操作、家庭用消火器の操作、簡易担架の作り方、三角巾の活用法など
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みなまち通信 1 号（みんなでまちづくりプロジェクト関連ニュース）

（副会長 尾島）

★みんなでまちづくり懇談会のご案内
６月の懇談会を1７日第３金曜日に開催します。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フランクな意見交換の場にしたい、と考えています。ご関心のある方は是
非ご参加ください。横国大、LIXIL、NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台と市の関連部署の皆
さんにも参加をお願いしています。
次回開催日：６月１７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
○高齢者が住み続けられる
医療と介護支援が受けやすい
○子育て世代にやさしい
子育て環境の整備など
○その他ご提案を歓迎します。

★『自分たちで考える老後の暮らし方』ワークショップのご案内
歳をとっても「今泉台に住み続ける」暮らし方を考えてみませんか！
開催日時：6 月 18 日（土）13:00〜16:00
場 所：町内会館 大集会室
プログラム：①あなたは高齢者介護施設をどのくらい知っていますか②身近な高齢者介護施
設の紹介③老後の暮らし方について考えよう④今泉台の新しい暮らし方の提案
本会は町内会が主催、横浜国大、NPO₋TSKI の共催で広く市関係者及び包括支援センターの
方々にも強力を依頼しています。

★空き家・空き地調査を行います
今泉台、山ノ内地区の空き家・空き地調査を本年も６月１日～６月３０日迄地域を徒歩で回り
確認致します。調査員はNPO法人タウンサポート鎌倉今泉台の会員６人が手分けして回ります。
調査員は名札を胸につけており、空き家確認の為近所の方にお聞きすることが有りますのでご
協力をお願い致します。
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