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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
・班長さんが交替します
・楽しもう！みんなのまちの夏祭り！
・長寿の方のお祝い
・粗大ごみの回収について

（総務部）
（文教体育部）
（福祉部）
（環境衛生部）

★平成 28 年度新役員紹介と主な活動計画

（会長 田島幸子）

(1)平成 28 年度定時総会に於いて、役員並びに監事が全会一致で承認されました。4 月の班長
会で配布した総会議案書の候補の顔ぶれで一部入替がありました。新体制のもと 6 月 2 日に
役員会を開催し、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。
(2)今年度は、多世代が安心して住み続けられる町の実現を模索します。住民一人一人が当事者
の問題として、みんなでこの町の課題に取り組んでいきましょう。新役員並びに多くの方々
の応援を仰ぎながら努力してまいりますので、なお一層のご支援とご協力をお願いいたしま
す。
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★平成 28 年度定時総会が開催されました

（総務部）

平成 28 年度定時総会は、5 月 28 日(土)１４時 30 分から、班長 88 名、一般会員 16 名、新
役員候補者 8 名が出席して町内会館大集会室で開かれ、「平成 28 年度会計予算」、「平成 28
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 6 日(土)、7 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。

★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) 7 月 2 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」を、記入後、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 1 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 23 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 22 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。

★楽しもう！みんなのまちの夏祭り！

（文教体育部）

今年は 8 月 6 日（土）、7 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があります。
新たな出会いや、語らい、懐かしい人との再会、大人も子供も、それぞれみんなが
主役です。今年も思いっきり楽しみましょう！！そして、楽しい夏の思い出を作り
ましょう！！多くの皆さまの参加をお待ちしています。
なお、夏祭りは全て皆さまのご寄付で成り立っております。今年も町内会皆さまの温かいご協
力を心よりお願いいたします。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

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。どなたでもご参加下さい。
・日時：７月２０日（水）１３：００～１５：００（第３水曜日）
・場所：町内会館 1 階大集会室
・会費：１００円（茶菓代）
８月の元気会はお休みです。９月は２１日（水）１３時からです。

★長寿の方のお祝い

（福祉部）

本年も、来たる「敬老の日」を記念して２０１６年９月１５日現在で、満７７歳・満８８歳・満
９０歳以上の方に、大船地区社会福祉協議会よりお祝いがあります。
つきましては、７月初旬より該当の方の調査をさせて頂きますので、ご協力をお願い致します。
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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、子育てサロン「ハローキッズ今泉台」を毎月１回開催しております。
就園前のお子さんと保護者の方々との交流の場として、みなさんで子育てを楽しみましょう。
事前の申し込みは不要です。当日は直接会場へお越しください。
・日時：７月 1１日（第２月曜日） １０：００～１１：３０
・場所：町内会館１階大集会室
・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
８月のハローキッズ今泉台はお休みです。９月は２６日（第４月曜日）です

★粗大ゴミの回収について

（環境衛生部）

今泉台では粗大ゴミの回収費用は現在無料となっていますが、今年１２月末日で無料回収は終
了となり、来年１月からは有料(一般の半額)になります。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

７月３１日（日）

１０：００～１１：００ 雨天中止

８月２８日（日）

１０：００～１１：００ 雨天中止

夏季のクリーンデーは暑い時期ですので、担当する班の皆さんで話し合って涼しい時間帯に変
更する等、お体を第一にご協力をお願いします。

★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）

先月号でもお願いしましたが、相変わらず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）

庭木が伸び、道路にはみ出ている箇所が多々見受けられます。人や車の通行の際に樹木が当た
る等、通行の妨げになっておりますので、剪定のご協力をお願いします。
＊住民協定７項違反になりますので、必要に応じて個別にお願いの文書を投函させて頂き、場
合によっては市の担当課へ通告することもあります。

★道路工事のお知らせ

（施設・道路保全部）

昨年度から中断していた、砂押川沿い歩道整備工事が再開されます。
工事期間中は一部道路が混雑しますが、皆様のご協力をお願い致します。
工事期間：平成 28 年 6 月 20（月）～ 平成 28 年 11 月 4 日（金）
工事時間：昼間工事 午前 9 時～午後 5 時
夜間工事 午後 11 時～午前 5 時（作業日数は、約 30 日間）
場
所：鎌倉市今泉三丁目 4 番 先 （詳細は掲示板に提示）
問合せ ：鎌倉市役所 道路課
TEL: 0467-23-3000（内線 2408）

★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３日（日）１３：３０～１６：３０
・場所：町内会館 １階大集会室
・対象：中学生以上ならどなたでも
・申し込み：当日、ご参加の時に町内会事務所備え付けの申し込用紙に
ご記入下さい。
受講された方には消防署より修了証が授与され、後日お届けいたします。
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ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは
心臓突然死の主な原因に、心臓のポンプ機能が失われる心室細動があります。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。

★車上荒らしにご注意下さい

（防犯部）

プロの車上荒らしが横行しています。治安の良いわが町にも車上荒らしが数件発生しました。
新築、リフォームなどの業者さんが狙われています。施工主のみなさまはどうぞ業者さんに貴
重品は手元近くに置くようにとお伝えください。

みなまち通信 2 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
７月の懇談会は 1５日第３金曜日に開催されます。
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です。どなたでも参加できます。
次回開催日：7 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
・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』ワークショップが開催されました
６月 18 日（土）町内会館大集会室において開催されました。町内会が主催、横浜国大及び
NPO-TSKI の共催で、鎌倉市の後援を得て実施。歳をとっても「今泉台に住み続ける」暮らし
方を、医療と介護に手厚い環境整備を焦点に住民の目線から活発な討議が行われました。
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