第 495 号

平成２9 年 2 月 25 日

今泉台町内会たより
（2 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
月～金：9:00～17:00
土 ：9:00～12:00

今月の注目記事

・平成 29 年度町内会費納入のお願い
（会計部）
・今泉台文化祭作品募集
（文教体育部）
・一斉防災訓練と三町会合同訓練のお知らせ
（防災部）

★班長会、臨時総会のご案内

(総務部)

１．3 月の定例班長会は、25 日(土)14 時から町内会館・大集会室で 開催します。
班長会に続き、臨時総会を開催します。 議題は「平成 29 年度暫定予算」ほか 2 件です。
本日お配りした議案書をご持参の上ご出席ください。
２．前日の 3 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。３月の当番は 10 組から 13 組の 13 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 29 年度町内会費(3,600 円)納入準備のお願い

（会計部）

― ３月３１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。
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。

口座振替日（引落し）
（４月に２回）

明

（初回）
（最終回）
三菱東京 UFJ 銀行 口座： ４月 3 日（月）
５月１日（月）
郵便局 口座
： ４月２０日（木） ５月１日（月）
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納入完了と
未納入の扱い

初回残高不足の場合、５月１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 3 月 3１日（金）、郵便局４月 1９日（水）
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。

★第 5 回「今泉台文化祭」作品募集

（文教体育部）
５月２０日（土）、２１日（日）恒例の第５回「今泉台文化祭」が、主催 NPO 法人タウンサポ
ート鎌倉今泉台、後援今泉台町内会で開催されます。その出展作品を募集致します。
１．子ども書道教室・絵画教室（3 月 29 日）参加者募集
「今泉台文化祭」に展示されるお子様の作品募集のため、3 月 29 日（水）未就学児（３歳
以上）対象の「子ども絵画教室」
（10 時～12 時）、新１年生～新６年生対象の「子ども書
道教室」（13 時～1７時）を開催、参加者を募集しています。締め切りは 3 月 12 日。
２．一般作品募集
一般を対象に絵画、写真、書、手工芸品、華、盆栽など展示作品を募集致します。
募集期間は 3 月 1 日～3 月３１日、搬入は 5 月 19 日（金）です。多数の参加をお持ちし
ています。出品料は 1 作品￥500、小中学生は無料です。
上記 1、2 共にお問い合わせは NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台
41-1835（丸尾）、４５-4740（池谷）
申し込み用紙・お申し込みは町内会事務室まで

★元気会へのお誘い

（福祉部）

明るい日差しに春の訪れを感じます。
今月も元気に歌ったり、体を軽く動かしたりしましょう。
・日時：３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）
絶好調！稀勢の里

次回は４月１９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。
・日時：３月２７日（月）１０時～１１時半頃まで
・場所：町内会館大集会室
事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
次回は４月１７日（第３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。
３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）

2 月２6 日（日） １０：００～１１：００
3 月２6 日（日） １０：００～１１：００
クリーンデーの際出ましたゴミは「清掃ゴミ」と書いてなるべく分別
してお出しください。無料で回収してくださいます。
クリーンステーションの場所等、わからないことがありましたら班長さ
んにお尋ねください。

★吉ガ沢公園にお花を植えました

（環境衛生部）

吉ガ沢公園の中央部分に町内会、子ども会、ワーキングデイわかばのみなさんで、パンジー、
ビオラを植えました。水やりや草取りはわかばの皆様がお手伝いくださいます。
大切に育てていきましょう。

★一斉防災訓練と三町内会合同訓練のお知らせ

（防災部）

前回号の「たより」で、３月５日（日）の一斉防災訓練の開始時間を８：３０から
とご案内しておりましたが、下記の通りに訂正させて頂きます。
朝８：００に大地震が発生したと想定して、今泉台町内会の一斉防災訓練をスター
ト致します。

１．一斉防災訓練は、黄旗による安否確認の訓練です。
８：００を過ぎましたら、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・とん汁を予定しています。
１２：００頃から吉ガ沢公園で炊き出し訓練を行い、その後試食を行います。
詳しくは別紙、各戸配布の「防災訓練のお知らせ」をご覧ください。
皆様、積極的にご参加ください。
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★3 月のみんなでまちづくり懇談会のお知らせ
〜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る多世代交流の場として、これまで毎月第 3 金曜日の午後に開催してきまし
た。
3 月は、普段仕事上の都合などから参加できない方々にも出来るだけ参加していただきたいと
思い、土曜日午後の開催を計画いたしました。
・日時：3 月 11 日（土）14:00〜16:00
・場所：町内会大集会室
・テーマ：”今泉台をもっと知ろう“
話題提供：町内会、横浜国大、LIXIL、NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台の活動状況
懇 談 ：子ども会の在り方（子育て環境の整備）、その他ご提案を歓迎します。
（みんなでまちづくり委員会）
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