第 494 号

平成２9 年 1 月 28 日

今泉台町内会たより
（1 月号）
編集･発行 : 今泉台町内会 鎌倉市今泉台４-6-13
TEL：４6－4616
FAX：46－4616
E-mail：imaizumidai4613ｊ@yahoo.co.jp
ホームページ： http://imaizumidai.org

町内会館 開館時間
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今月の注目記事
・次期役員候補者推薦のお願い
・民生委員・児童委員のご紹介
・一斉防災訓練と三町会合同訓練のお知らせ

★新年のご挨拶申し上げます

（総務部）
（総務部）
（防災部）

（会長 田島幸子）

穏やかで温かい新年の幕開け、皆様お健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。
旧年中は、皆様のご協力ご支援のもと町内会行事はお蔭様で滞りなく進みました。
昨年から、今泉台が抱える問題を住民一人一人が当事者の問題として「住み続けたいまち」を実
現して行く一歩を踏み出しました。「みんなでまちづくり懇談会」を毎月第 3 金曜日に北鎌倉台
商店街の“みらいずみ工房”で開催しています。是非ご参加を！
物理的なこともさることながら、外出困難問題や一人暮らしの不安、ゴミ分別の難しさ、子育
て等々「分かち合う力を持ったまちづくり」を目指していきたいと思います。
また、今年は「リビング・ラボ」という耳にも新しい言葉が登場します。鎌倉市と共に進める新
しい商品を生み出すプロジェクトです。皆様が楽しんで参加し真に必要な役立つ製品を胸を張
って世に送り出す喜びを共有いたしましょう。
町内会の皆様、本年もより一層の町内会活動へのご参加ご協力をよろしくお願い申し上げま
す。

★「年末たすけあい募金」ご報告

(総務部)

昨年 12 月に実施した「年末たすけあい募金」集計額は 330,063 円となりました。ご協力あり
がとうございました。 募金額は 12 月 21 日に共同募金会へ届けました。

★次期役員候補者 推薦のお願い

(総務部)

6 月からの新役員を選ぶため、皆様に役員候補者を推薦していただく時季となりました。
今月班長会でお配りしている「平成 29 年度 町内会役員候補者 推薦のお願い」の下欄の推薦書
に、候補者名を記入し、封筒に入れて 2 月 10 日(金)までに各班長さんへ、または町内会館事務
所へ 2 月 18 日(土)AM までに直接お届けください。ご記入いただく候補者名は自薦他薦を問い
ません。推薦候補者がいない場合は提出不要です。 各班長さんは 2 月 18 日(土)AM までに町
内会館事務所へお届け願います。 次期役員 12 名は、町内会会則に則り、地蔵、中央、湖畔の
ブロックごとに推薦委員会を設置し候補者を選定、定時総会(5/27)にて最終決定されます。推
薦書裏面の「町内会役員候補者 推薦に当たって」をご一読のうえ、よろしくお願いいたします。
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★班長さんへのご案内

(総務部)

１．次の定例班長会は、2 月 25 日(土)14 時から町内会館・大集会室で 開催します。
２．前日の 2 月 24 日(金)13 時 30 分から、班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を同所にて
行います。2 月の当番は６組から９組、13 名の班長さんです、お手伝いをよろしくお願い
します。

★民生委員・児童委員のご紹介

(総務部)

今泉台町内には 5 名の民生委員・児童委員の方々が居られ、住民からの福祉に関する相談を受
けたり、社会福祉活動事業への支援、児童見守りなどでご活躍されています。 昨年 12/1 に
厚労省から委嘱を受けられ、下表の方々が 3 年任期で着任されています。（敬称略）
担 当 区 域
お 名 前
電 話 番 号
1 丁目・2 丁目
尾島 珠世（再任）
４５－０４１４
３丁目・山ノ内（一部）
浅見 香世子（再任）
４５－７５２６
4 丁目
村上 富造（再任）＊注
４２－７３３１
5 丁目・6 丁目
栗田 緑（新任）
４３－６５４３
7 丁目
村田 由美子（再任）
４７－０３０４
＊注：第 8 地区 民生委員・児童委員協議会会長

★新年祝賀会がにぎやかに行われました

(文教体育部)

１月７日（土）、例年行われている吉ガ沢公園での今泉台町内会恒例お餅つき
大会が、今年はノロウィルス流行のため、残念ながら企画変更となりました。
しかし、暖かい日差しのもと、午前は「お正月を楽しもう！」をスローガンに、
こま回しや羽根つきなどお正月遊びと共にお手玉、けん玉、竹ぽっくりなどを
昔の少年少女（？）に教えていただきながら子供たちが楽しく遊びました。
さらに、同じ公園内にてせいろで蒸したお赤飯３０キロ、とん汁、白玉汁粉に心も体もほっこり
しました。
午後からの会館大集会室での新年祝賀会では、最初に「丸義会」の津軽三味線演奏と唄があり、
新春を飾るにふさわしいすばらしい音色、のびやかな唄でした。また、毎年秋にバザールを開催
されている「虹の会」会長宮下さまより収益金のご寄附を頂戴し、今年も町内の福祉関連に大切
に使わせていただく旨、田島会長よりお礼の挨拶がありました。歓談の後、トリを任された「元
気会」の皆様がいつまでも若い歌声をご披露してくださり、盛会の内にお開きとなりました。
早朝からお手伝いにご協力くださった子ども会はじめ諸々のサークルの皆様、ボランティアの
方々、ご出席下さった皆様本当にありがとうございました。本年も一年間、皆さまのご理解とご
協力をよろしくお願い致します。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

寒さに負けず元気に歌ったり、体を軽く動かしたりしましょう。
今月は、保健師さんによる「寒さに対する予防法」「健康な生活について」のお話があります。
・日時：２月１５日（水）１３時～１５時
・場所：町内会館大集会室
・会費：１００円（茶菓代）
次回は３月１５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
未就園児と保護者の方が集い、遊びながらのおしゃべりを楽しみませんか。
今月は保健師さんによる保護者の方の健康についてのお話があります。「骨密
度測定」なども用意しています。また、南米の音楽も計画しています。大人も
子どもも一緒に楽しみましょう。事前申し込みは不要です。直接会場へお越し
ください。
・日時：２月２０日（月）１０時～１１時半頃まで
・場所：町内会館大集会室
次回は 3 月 27 日（第 4 月曜日）です。
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（福祉部）

★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。
２月は１７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）

１月２9 日（日） １０：００～１１：００
２月２6 日（日） １０：００～１１：００
寒い時期ですが、皆さんで協力してお掃除をお願いします。

★犬のふんの始末についてお願い

（環境衛生部）

屋外で排出された犬のフンには砂やゴミ等が付いたりします。それを町内会（南公園も含む）の
トイレに流す方がいますが、そのことがトイレのトラブルの元となっています。
犬のフンは持ち帰りがルールとなっております。燃やすゴミの日に出してください。

★たばこの路上喫煙ついてお願い

（環境衛生部）

町内会に「路上喫煙をして、吸い殻をぽい捨てしている人を見かけるので注意して欲しい」と言
う声が寄せられています。防災上、町の美観上問題ですので路上喫煙やポイ捨てはご遠慮くだ
さい。

★粗大ゴミの出し方について

（環境衛生部）

今年１月から粗大ゴミの料金が有料となりました。
・一辺の長さが概ね 50Cm 以上 1ｍ以下のものは 300 円
・一辺の長さが概ね１m 以上のものは６００円
・支払い方法：在宅して現金で支払ってください。
シールで支払う場合には３００円のシールはありませんので、２個一組として６００円のシー
ルを貼ってください。
多めの金額のシールや少ない金額のシールを貼ったりしますと、返金等事務手続きが大変にな
ります。申し込み時に金額を確認してお貼りください。
土曜日の午前中も収集してもらえます。
詳しいことはクリーンセンターにお尋ねくださるか、市のゴミの冊子をご覧ください。

★公共下水道(雨水)築造工事のお知らせ

(施設・道路保全部)

工事期間：平成 29 年 2 月上旬～3 月 23 日（木）
工事内容：道路側溝の断面（450ｍｍ）を大きく（600ｍｍ）する工事を行います。
工事期間：昼間工事 午前 9 時から午後 5 時
場
所：1.今泉台一丁目 18 番 先
2.今泉台四丁目 28 番 先
交通規制：一部車両全面通行止めで工事を行います。（歩行者や自転車は通行可能です）
＊工事個所の地図等の詳細は掲示板に提示しております。

★工事期間延長のお知らせ

（施設・道路保全部）

昨年度から続いています砂押川沿い歩道整備工事の工事期間が延長されます。
現在、歩道側が斜めになっている道路を平らにする工事を行います。
引続き皆様のご理解と御協力をお願い致します。
＊ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。
・鎌倉市役所 道路課
TEL: 0467-23-3000（内線 2408）
・工事業者 高岸建設
TEL: 0467-45-3344
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★町内貯水槽の安全性についてのご報告

（施設・道路保全部）

町内 5 丁目 3 番地にあります２基の貯水槽に関して、住民の方から不安の声が寄せられ、町内
会から県企業庁鎌倉水道営業所長宛に文書で問い合わせをしました。
問合せ内容とそれに対する回答を回覧に致しましたので興味のある方はご一読ください。

★一斉防災訓練と三町内会合同訓練のお知らせ

（防災部）

３月５日（日）に一斉防災訓練と三町内会（岩瀬・今泉・今泉台）合同の防災
訓練を行います。
（１）一斉防災訓練は、黄旗による安否確認の訓練です。
当日の朝８：３０に大地震が発生したと想定します。
その後、速やかに玄関先など見える所に黄旗を出してください。
（黄旗が無い方は、町内会館事務所へご連絡下さい。）
防災委員と班長が安否確認に回り、集計し、評価します。
「あんしんカード」は記入してケースに入れ、冷蔵庫に入れていますか？
（２）三町内会合同防災訓練は、避難所（今泉小学校）まで行きます。
１０：００～１１：３０まで、避難者の受入れ訓練や救急救命・消火訓練・消防団による
放水実演などを体験する予定です。展示物見学や炊き出し試食・１００ｔ水槽の確認など
盛り沢山です。
（３）炊き出し訓練は、おにぎりと豚汁を予定しています。
１２：３０頃から吉が沢公園で炊き出し訓練を行い、その後試食を行います。
皆様、積極的にご参加ください。

★みんなでまちづくり懇談会のご案内（毎月第 3 金曜日に開催）
次回開催日：２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。
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。出来るだけ多くの方々の参加を期待いたします。
（みんなでまちづくり委員会）
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