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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
・町内会館年間予約受付開始
・自然観察の森ハイキング実施
・市民向け危機管理講座開催

（総務部）
（文教体育部）
（防災部）

★班長会のお知らせ

（総務部）

1. 定例班長会は、11 月 25 日(土)14：00 から町内会館・大集会室で開催します。
2. 前日 11 月 24 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 22 組～26 組の 17 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。

★町内会館年間予約受付開始のご案内

（総務部）

平成 30 年の町内会館ご利用（１F 大集会室/２F 会議室）年間予約の受付を 11 月 6 日(月)～
11 月 25 日(土)で行います。ご利用を希望される団体・サークルは町内会事務所窓口で所定
の申込用紙に記入し、申込期間内にご提出ください。なお、期日・時刻が重複した場合は抽
選となりますが、町内会行事/活動や選挙などの公式行事は優先利用、とし予約確定後でも変
更をお願いする場合がありますこと、あらかじめご了承願います。
ただし、事務所が長期休館になる夏休み,冬休み(各 8/11～19(予定)、12/28～1/３(予
定))中の申込受付はご利用日の３ヶ月前の月初から開始いたします。

★今泉台・今泉「市民運動会」が行われました！

（文教体育部）

１０月８日（日）、久しぶりの秋晴れの下、恒例の今泉台・今泉合同市民
運動会が開催されました。小さなお子さんからお年寄りまで、多くの人た
ちが参加し、今泉小学校の校庭では、朝早くから元気な声が響きわたりま
した。大人たちも、子どものころにもどったように一所懸命に競技に参加
していましたが、幸いケガをする人もなく、楽しい1日でした。ちなみ
に、今年は今泉台が勝利し、久しぶりに溜飲を下げることができました。
係りの方々、各サークル・団体の皆様のご協力を心より感謝いたします。

★

自然観察の森ハイキングが開催されます！

（文教体育部）
12 月３日（日）今泉台・今泉・岩瀬地区スポーツ振興会主催の３町内会合同ハイキングが開催
されます。コースは、今泉さわやかセンター～鎌倉カントリー沿い尾根～桂台経由で、横浜自然
観察の森まで。晩秋の 1 日、自然豊かな山中を歩いてみませんか。きっと紅葉も楽しめることで
しょう。
・集合受付：今泉さわやかセンタ―、集合時間午前９：15
・問合せ ：小菅（こすげ）方 080-5437-6732 当日受付可、雨天中止
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★元気会へのお誘い

（福祉部）

最近の研究では、深い呼吸がもたらす健康効果が注目されています。歌うことは、まさしくそれ。
皆さんと一緒に軽い体操の後、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：１１月１5 日（水）１３時～１５時
・場所：町内会館 １階大集会室
・会費：１００円（茶菓代）

★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。キッズたちは、なに
より広い場所を自由に動ける解放感で嬉しそうです。今月は、手遊び歌をたくさん覚えましょう。
それから「足形ぺったん」もあります。お子さんの「2017 年秋現在の成長」を、記念にお持ち
帰りください。
・日時：１１月２0 日（月）１０時～１１時半頃まで
・場所：町内会館 １階大集会室
事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

★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。
１１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）

10 月２９日 （日） １０：００～１１：００
11 月 2６日 （日） １０：００～１１：００
落ち葉が多くなる季節となりました。担当の地区によっては落ち葉の散乱が多いところや坂道
など危険なところがあります。活動できる方々の人数にも違いがありますが、クリーンデーは
町内美化活動であり、良い環境作りであることをご理解いただきまして、ご無理のない範囲で
皆さまのご協力を御願い致します。

★緑のレンジャーのご連絡

（環境衛生部）

緑のレンジャーが１１月４日行われます。剪定の講習もございますので、皆様のご協力をお願い
いたします。
・日時：１１月４日 午前９時３０分～１１時３０分（雨天中止）
・場所：７丁目秀和不動産駐車場より山側 近隣の皆様のご参加をお待ちしております。

★今泉台緑地ボランティア

（環境衛生部）

今泉台緑地ボランテイア、町内会の方々のご協力により地蔵前バス停付近の
剪定を行っていただきました。反対側は急斜面のため、ボランテアの方々が
市に要請して頂き剪定していただきました。皆様も緑地ボランテイアにご参
加くださいますようお願いいたします。
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★ゴミの分別と回収のお願い

（環境衛生部）

最近クリーンステーションに収集規定外で未回収になったゴミが多く見受けられます。お出しに
なられた方は責任を持って速やかに回収していただき、分別、指定日の確認をして再度お出しく
ださいますようお願いいたします。町の環境美化にご協力をお願いいたします。

★ガス工事のお知らせ

（施設・道路保全部)）

今泉台郵便局付近において ガス管新設・廃止工事が行われています。
近隣の皆さまにはご説明があったと思いますが、工事期間中は車両の片側通行、及び車両通行止
めになる箇所があります。皆様のご理解、ご協力をお願します。
・工事場所：4 丁目かえで公園付近～先 800 メートル
・工事期間：H29 年 10 月 6 日～H29 年 11 月 30 日の 40 日間
・工事時間：９：００～１７：００まで
・お問い合わせ：
（株）キャプテイ
担当者 金井・上林 電話 0120－42－6331

★道路舗装・補修について

（施設・道路保全）

住民の方から道路の痛みがひどく、年配者の歩行に危険な状態であり、道路舗装をしてほしいと
の要望がありました。この機会に町内会全体の道路点検作業を行いました。その結果を今月末ま
でに市役所道路課に書面にて提出の予定です

★平成 29 年度市民向け危機管理講座【最近の北朝鮮情勢について】
の開催について(ご案内)

（防災部）

最近の北朝鮮情勢について報道だけでは理解できない内容について知識を得る貴重な機会です
ので、お誘いあわせの上、ご参加ください。
・日時：平成 29 年 11 月 9 日(木) 15 時 00 分～16 時 50 分
(※開場時間は、14 時 30 分です。)
・会場：鎌倉生涯学習センター(鎌倉市小町 1‐10‐5)
・講師：倉田秀也氏 防衛大学校人文社会科学群 国際関係学科 教授
・定員：286 名(当日先着順)
・料金：無料
・問い合わせ先 鎌倉市防災安全部危機管理課 0467‐23‐3000(内繰 2627)

★防犯防災情報のメール配信サービス活用

（防犯・交通部）

鎌倉市では、振り込め詐欺など不審者の安全安心に関する情報及び気象情報などの防災情報を、
携帯電話やパソコン等へ電子メールで配信するサービスを行っています。
登録に必要なものはメールアドレスだけで、氏名や住所の登録は必要ありません。
未登録の方は是非、登録しましょう。 下記ホームページより登録出来ます。
www.city.kamakura.kanagawa.jp/sougoubousai/haishin0001.html

★健康づくり運動（仮称）に関するイベント開催のお知らせ

（広報部）

① 「リハビリ体操教室 38 回」11 月 4 日（土）PM13:30～町内会館にて
② 「第 20 回 TSKI 健康ウオーク」11 月 20 日 AM9:00～吉が沢公園スタート
「鎌倉３大緑地のひとつ『常盤山』を歩く」約 10km
雨天翌月曜日順延：
（12 月 4 日）
③ 「自立できるからだ作りのための PPK 体操教室」１１月スタート
毎週水曜日 AM9:30～10:30 いずみサロンにて
問い合わせ先：町内会事務局
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みなまち通信（みんなでまちづくりプロジェクト関連ニュース）
（みんなでまちづくり委員会）

★みんなでまちづくり懇談会のご案内
次回開催日：11 月 22 日(水)14:00～16:00
場
所 ：みらいずみ工房
今月の話題：暮らしやすいまちづくりをめざして
１． 高齢者宅でのホームシェアリングの提案
一人暮らし高齢者宅の空き部屋を利用して学生に居室を提供、格安の家賃で居住す
る。条件としてシニアの見守りや地域活動に参加してもらいます。
２． 「今泉台健康づくり運動（仮称）」の提案
～健康ウオークのすすめ～
３． 安全安心なまちづくりをめざして
①町内危険個所マップ
②今泉台道路舗装破損状況調査結果とその対応

★アンケートに協力のお願い
このほど今泉台町内会、ＮＰＯタウンサポート鎌倉今泉台、横浜国大の 3 者の協力により
「今泉台における住民の IT 利用とくらしの安全安心に関するアンケート」を実施することにな
りました。対象は全町内会員です。宜しくご協力をお願いいたします。
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