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町内会館 開館時間
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今月の注目記事
・夏祭り特別会計中間報告
・
「市民運動会」のお知らせ
・ご長寿おめでとうございます

（会計部）
（文教体育部）
（福祉部）

★「夏祭り」ご協力有難うございました

（会長

田島幸子）

今年も 8 月 6 日・7 日の両日、夏祭りが盛大に開催されました。
郊外のベッドタウンである今泉台が、小規模な盆踊りからはじめ、今日のような神輿や山車の
巡行もあり、夜には夜店も賑わい盆踊りや太鼓の披露やアトラクションと盛りだくさんのふる
さとの夏祭りとなりました。
夏祭りが、住民皆様からの寄付から成り立っていることも大変意味のある事だと思います。ご
賛同して下さるお気持ちがこの祭りを支え育んでいるといっても過言ではありません。
今年の特徴は、子どもの人数が例年以上に多かったとことです。嘗て、親に手を引かれ祭りを
楽しんだ子ども達が大人になり子どもを連れて帰省する。そんな夏祭りに育ったのだと感慨深
く感じました。
今では、夏祭りは今泉台にとって最大イベントとなりました、大勢の方々のお力の集結と持続
の賜物と大変感謝申し上げます。今年は新たに鎌倉高校生や若手住民の力強い協力も得られま
したこと申し添えます。
最後になりましたが、会場近隣の皆様には心から御礼申し上げます。
お蔭さまで、皆様の寛容の上に成り立った祭りも無事終わることができました。
今後とも、更なる皆々様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

★「赤い羽根共同募金」にご協力をお願いします

（総務部）

10 月 1 日から「赤い羽根共同募金」運動が始まります。この募金は地域福祉を推進する民間活
動を応援する助け合い運動で、使い道と集める額を事前に定めた市民主体の「計画募金」です。
集められた募金の 70%は募金した地域で使われ、残り 30%は県レベルの広域的な活動や大規
模災害の被災地支援に使われます。寄付行為ですから皆さまのご意思に依りますが、今年も温
かいご支援をお願いします。
募金収集は、各班ごとにお届けする専用の募金用紙袋の中へ入れ、次のお宅へお回しください。
確実に授受いただくため、次の回覧先がお留守の場合は、ご帰宅を待つか、あるいは後回しに
してお回しください。

★班長さんへご案内

（総務部）

1. 10 月の定例班長会は、22 日(土)14：00 から町内会館・大集会室で開催します。
2. 前日 10 月 21 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 16 組～21 組の 18 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。
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★平成 2８年度夏祭り特別会計中間報告

（会計部）

平成 2８年 9 月 15 日現在の夏祭り会計収支をご報告します。皆様からほぼ例年通りのご寄付を
戴き、おかげさまで無事に夏祭りを運営することができました。厚くお礼申し上げます。
ご寄付を下さった方のご芳名は、別途回覧させて頂き、お礼にかえさせて頂きます。
確定した決算報告は、来年 5 月の定時総会に付議します。
１．収支報告書
収 入 の
科 目
前期繰越金
当期収入
町内寄付金
町外寄付金
お賽銭
雑収入
(当期合計）

部
金

支
額

科

出 の 部

目

340,481 備品費
設備費
1,664,345 巡行費
179,000 会場費
29,953 広報費
5,428 交通費
(1,878,726) 通信費
→３(1)項
保険費
賞品費
雑品費
謝礼費
事務費
雑費
一般会計分担金

収入合計

２．貸借対照表
資 産
借
科 目
現金
郵便貯金
資産 合計

経費計
祭り用品積立金
次期繰越金
2,219,207
支出合計

の
方

摘

金 額

部

102,168
459,000
227,102
143,425
3,152
5,500
1,640
47,400
138,672
26,305
130,914
5,350
33,584
130,000

要

ハッピ 太鼓のバチ 手ぬぐい
舞台設営 電気仮設 テント張り
休憩所等での飲食
接待用飲食 夜店券 消耗品
ポスター作製用品
買い物時交通費
挨拶状切手代
夏祭り保険一式
くじ引き商品券 参加賞景品
挨拶・お礼用タオル 飲物
協力団体・その他への謝礼
封筒 マジック
クリーニング代 印紙 振込手数料
コピー代 人件費 光熱費等

1,454,212
400,000 →３(2)項
364,995 →３(3)項
2,219,207

負 債
貸
金 額
科 目
140,952 祭り用品積立金
4,795,665 次期繰越金
4,936,617 負債 合計

の
方

部
金 額
4,571,622
364,995
4,936,617

3．収支の概要
（１）収入・・・雑収入を除く寄付の収入は 187 万円（前年比約 17 万円の減少）
寄付件数は町内会員 1114 名（匿名・無記名者含む 対前年 30 名減）
町内外団体・法人 41 件（対前年 7 件減）
。
お賽銭は、神輿巡行時に頂いたものです。
（２）積立金・・お祭用品の積立金を 40 万円としました。
（３）繰越金・・中間決算における次年度への繰越金は 364,995 円とし、来年度のお祭り準備
金に充当します。

2

★今泉台・今泉「市民運動会」のお知らせ

（文教体育部）

今年も、毎年秋に行われる今泉台・今泉町内会合同の市民運動
会が１０月９日（日）９時より
今泉小学校グラウンドで開催されます。 （雨天時は体育館で
実施します。
）小さいお子さんから大人まで、いろいろな方々が楽しめるプログラムを沢山ご用
意しております。皆様、ご家族お友達お誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。
詳しくは、別紙配布の「今泉・今泉台市民運動会のご案内」をご覧下さい。また、この運動会が、
更に盛り上がるように一緒にお手伝いしていただける方、ぜひ、町内会までお申し出ください。
よろしくお願いいたします。

★10/29 吉が沢公園“今泉台マルシェ”出店者募集

（文教体育部）
１０月２９日（土）、ＮＰＯ法人タウンサポート鎌倉今泉台主催、今泉台町内会後援で、秋の
“今泉台マルシェ”が開催されます。今回が第１回で、会場は吉ガ沢公園、時間は９時３０分
～15 時３０分。このマルシェへの出店者を募集します。手芸品、手作り菓子、飲食物、地元農
産品、ほか販売したいものがあればなんなりとご相談ください。締め切りは１０月５日です。
お問い合わせ先：0467-41-1835（丸尾） 0467-45-0740（池谷）

★ご長寿おめでとうございます

（福祉部）

９月１９日の敬老の日にあわせ、大船地区社会福祉協議会からお祝い金が贈られました。
班長さんに該当者調査のご協力を頂き、町内１８２名の皆さまに敬老祝い金をお届け致しました。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

過ごしやすい季節となりました。１０月の元気会は、元気に歩き続けられるよう、取組みやすい
運動を教えて頂きます。動きやすい服装と靴でお越しください。その後、音楽サポーターさんの
指導で季節の歌を楽しみましょう。
・日時：１０月１９日（水）１３；００～１５：００
・場所：町内会館１階大集会室
・会費：１００円（茶菓代）
次回は１１月１６日（第３水曜日）です。

★ハローキッズ今泉台（子育てサロン）へのお誘い

（福祉部）

就園前のお子さんと保護者の方が集い交流する場です。
皆さんで楽しめる催しも計画中です。気軽にお出かけください。事前の申し込みは不要です。
当日直接会場にお越しください。
・日時：１０月１７日（月）１０：００～１１：３０頃まで
・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）と保護者の方
次回は１１月２１日（第３月曜日）です。

★赤ちゃんステーションからのお知らせ

（福祉部）

2 階多目的ホールは、町内会館が開いている時は自由に利用できます。
第 3 金曜日は、赤ちゃん見守りのボランティアさんがお茶を用意しています。
お話しながら交流をひろげ、みなさんで子育てを楽しみましょう。
１０月は２１日（第 3 金曜日）10 時から 12 時です。どうぞお出かけください。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

9 月 25 日 （日） １０：００～１１：００
10 月 30 日（日）

１０：００～１１：００

落ち葉が段々と多くなってきます。皆さんでご協力をお願いします。
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★緑のレンジャーへのお誘い

（環境衛生部）

緑のレンジャーの方々がボランティアで町内の緑地の草刈りを年 2 回実施してくださいます。
第 1 回目は既に 9/3（土）実施、第２回目は次の通り行われます。
・日時：10 月 1 日（土） 9：30～11：30
（雨天中止）
・場所：7 丁目山側一番奥の通り及び 2 号緑地
剪定のノウハウなども教えて頂けます。
町内の皆様、特にお近くにお住まいの皆様、きれいで安全な今泉台にするため
ボランティア隊の一員と共にご参加ください。案内ポスターが町内掲示板に掲載されています。

★滝の入北公園に手すりが設置されました

（施設・道路保全部）

１．滝の入北公園の階段部分二ヶ所に手すりが設置されました。（住民の方からの要請で実現）
２．５丁目グリーンベルトと６丁目緑地の大谷石土留めの縁石の崩れが修理されました。

★台風被害を避けるため、わが家の周りを今一度点検しましょう

（防災部）

近年は、台風による大きな風水害が発生しています。８月２２日の台風時にも土砂災害の避難
勧告が発令され、わが町でも防災本部をたちあげました。行政から配布されています＜地区別
危険マップ＞を今一度開いて、わが家の周りを点検しましょう。

★空き巣狙い・不審者情報

（防犯部）

鎌倉は空き巣の被害が今月も続いており、西鎌倉地区→七里ガ浜地区→大船地
区と移動してきている兆候が感じられます。当町内でも８月３１日に複数件、
空き巣狙いの被害を受けました。手口はサッシ破りです。 地域の見回り不審
者への警戒、家屋の周りにお気をつけ下さい。
９月１２日（月）午前８時頃、北鎌倉台バス停付近、登校中の児童が 50 代男
の不審者から暴力暴言の被害をうけました。この他にも大船地区では小中学生
が狙われ嫌な思いをしています。町内の防犯パトロール員も日々活動していますが、みな様も
児童の見守りにご協力ください。
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