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今月の注目記事
・町内会費・共益費未納の方へ
（会計部）
・みんなでまちづくり懇談会 （みんなでまちづくり委員会）

★町内会活動を振り返って

会長 田島 幸子

平成 26 年から 3 年間会長職を務め、この間多くの皆さまのご理解と励ましをいただきました。
高齢化は世間より少しだけ進んだ今泉台ですが、私はかねがね「住民自治の意識が高く、一人ひ
とりが暮らしの環境をよくするために積極的に活動する」この町の気概が大好きでした。行政に
頼り切るのでなく、自分達でできる事は周りを巻き込んで自分達でする、多くのサークルやボラ
ンティア団体、NPO 法人などの多方面の活動のお陰で、益々この町が魅力的になってきたと自
負しています。
まもなく町内会役員を離れますが、これからも住みよい環境づくりのお手伝いをしたいと思いま
す。いただいた多くのご協力に心から感謝を申し上げます。

★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 24 日(土)14 時から町内会館・大集会室
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必ずご出
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 23 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 29 年下半期の組長・班長さんへの引継ぎ

(総務部)

平成 29 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 3 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 28 年度定時総会議案書に誤記がありました。お手数です
がお手元の議案書の修正をお願いします。
誤
正
・16 頁の表で下から 3 行目、支出の部合計⑦の差異欄の数字： 1,089,222 → 276,222
1

★毎週リフレッシュな情報を提供！ 今泉台ホームページ

(広報部)

広報部では毎週、今泉台ホームページ上で町内に関わる様々なリフレッシュ情報
を皆さまに提供しています。このホームページは役員 OB を含め約 15 名程の町内
の方々の協力により維持運営され、自然に囲まれたこの地域の良さを発信。特に
他の地域の方々が、今泉台に住んでみたいと思っていただけるような情報の提供
を推進し、頑張っています。是非一度、じっくりホームページをご覧ください。
※ホームページ：http://imaizumidai.org

★町内会費・共益費

未納の方へ

（会計部）

― 未納の方は 町内会口座への振り込み 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 月に前納いただく決まりになっています。口座の自動引
落しは、4 月と 5 月の 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
●ゆうちょ銀行
大船支店 普通 0038964 今泉台町内会
00230-4-10146 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
（注）預金額の不足で自動引き落としができなかった場合でも、三菱東京 UFJ 銀行の場合は手
数料 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）

６月も皆さんで元気に歌ったり、体を軽く動かしたりして楽しく過ごしましょう。
今月は保健師さんによる健康体操があります。動きやすい服装でお出かけください。
・日時：６月２１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７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

（福祉部）

未就園児とその保護者を対象にした交流の場です。お誘い合わせて気軽にお出かけ下さい。
・日時：６月１９日（月）１０時～１１時半
・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７月２４日（第４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。
６月は１６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
5 月 28 日（日）

１０：００～１１：００

6 月 25 日（日）

１０：００～１１：００

（環境衛生部）

クリーンデーの際出ましたゴミは「清掃ゴミ」と書き、分別してお出しください。無料で回収し
てくださいます。なお、家庭のゴミは出さないようにお願いします。
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★地蔵前 5 号緑地の枝払い

（環境衛生部）

地蔵前バス停付近、5 号緑地で、はみ出していた新芽等の枝払いをいたしました。
ここは何十年も手入れがされておらず枝が垂れ下がり通行に差しさわりがあった為、緑地ボラ
ンティア（町内会有志の方々で成り立っている団体）の方々が、足場の悪いところを３回に渡
って刈り込んでくださいました。また、ご要望のありましたところを市と協力し、今年度は３
ヶ所（２号緑地、朝霧ロードの椿、５号緑地）を刈り込んでくださり、お陰様で通学児童や通
行される方々が安全に通れるようになりました。

★アルミ缶回収金額のご報告

（環境衛生部）

平成 28 年 10 月から平成 29 年 3 月までに回収されたアルミ缶売上金額は、36,320 円
（1,816kg.×20 円＊）でした。（＊：昨年１０月より２５円が２０円に値下げ）
。アルミ缶回
収で得られた収入は、町内会費に繰り入れ環境関係の費用に充当しています。カンの収集日にア
ルミ缶が混じっていることが多いようなのでアルミ缶は土曜日にお出しください。

★鎌倉カントリークラブ第一駐車場建設工事

（施設・道路保全部）

6 月から今泉 5－1026 他に所在の鎌倉カントリークラブ第一駐車場の建設工事が行われるこ
とになりました。砂押橋交差点からこちらに工事車両が頻繁に行き来すると思
われますので、十分にご注意ください。この工事の詳細に関しては掲示板にも
提示しています。
・予定工事期間：2017 年 6 月～2018 年 1 月末
・連 絡 先 ：大成建設株式会社 横浜支店 横浜 CS センター
Tel 045-264-8651 担当者 事務 白井・工事 仲村

★町内会館利用に際してのマナー

（施設・道路保全部）

最近トイレの汚れが目立ったり、集会室ご利用後の窓が開け放たれたままだったりということ
があります。お一人ひとりの意識を高め、グループごとで責任を持った使用をしていただき、
使用後の整理清掃も含め、末永く気持ちよくご利用をしていただきたいと思います。

★山火事にご注意！

（防災部）

最近、日本各地で山火事が多く発生しています。自然発火や不注意によるボヤが、空気の乾燥
と強風で大火事になるケースが、ニュースで報じられています。
わが町今泉台でも消防団及び防犯パトロール員による巡回と注意のアナウンスを行っています
が、住民の皆様も十分ご注意ください。また、不審な煙や火柱などを発見の際は躊躇なく消防
署へ連絡して下さい。

★一般防災訓練のお知らせ

（防災部）

６月３日（土）午前１０時から、吉ガ沢公園そばの防火水槽傍と公園近くの消火栓で、一般防災
訓練を行います。主にスタンドパイプの取扱い方法と注意事項についての説明及び模擬訓練（放
水は致しません）を行います。皆様の積極的なご参加をお願いします。

★防犯パトロール員募集

（防犯・交通部）

防犯・交通部が発足して以来 10 余年、防犯パトロール員の皆様の地道な努力のお陰で当町内会
の安全は守られてきました。しかし、他地域同様に高齢化の波は避けがたく防犯パトロール員も
退会者が増える傾向にあります。60 代・70 代は若手です。町内の安全を守るためにご協力下
さい。防犯・交通部は貴方の応募を待っています。
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★みんなでまちづくり懇談会のご案内

（みんなでまちづくり委員会）

本会は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。ご関心のある方は是非ご参加ください。
次回開催日：６月１０日（金）１４:00〜16:00
場 所：町内会館大集会室
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
○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。
話 題：１.駐車場シェアとカーシェアの活用
籠橋信彰氏 （パーク２4 株式会社 B-Times 推進部 部長）
２.今泉台の 50 年を調査して（大学卒業論文から）
竹下佳奈氏 （横国大都市イノベーション学府建築計画研究室 修士 1 年）

★空き家・空き地調査

（尾島副会長）

毎年定例で行っております今泉台、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１ヶ月間全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人で手分けしてまわります。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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