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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

・
「年末たすけあい募金」のご協力お願い
・緑のレンジャー活動：7 丁目緑地整備
・平成 29 年度防災委員会開催

（総務部）
（環境衛生部）
（防災部）

★「赤い羽根共同募金」ご報告「年末たすけあい募金」ご協力お願い
（総務部）
１．皆さまからの「赤い羽根共同募金」集計額は 343,130 円となりました。ご協力ありがとう
ございました。募金額は共同募金会へ届け済みです。
２．12 月 1 日から「年末たすけあい募金」が始まります。
この募金は各市区町村の社会福祉協議会が、新たな年を迎える時期に
援助を必要とする人たちの生活支援や、地域福祉を支えるボランティ
ア団体などの活動を支援するために使われます。今年も皆さまの温か
いご協力をお願いします。
なお、募金の町内会事務所への最終受付日を 12 月 18 日(月)としており、募集期間が短い
ので、早期回覧/回収にご協力をお願いいたします。

★班長会のお知らせ、
「班長引継ぎ届」提出のお願い

（総務部）

1. 次回の定例班長会は、12 月 16 日(土)14：00 から町内会館・大集会室で開催します。
現在の下半期班長さんの任期は 12 月 31 日で満了です。12 月の班長会は下半期最後の班
長会で、次期班長さんへの引継ぎ書類があります。ご都合で欠席される場合は、代理の方
の出席または配布資料の早急な引き取りをお願いします。
2. 前日１２月 15 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 27 組～31 組の 20 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。
３．来年 1 月から交代される新班長の届け出は所定の用紙に記入して 12 月 6 日(水)までに事務
局へご提出願います。班長の人選は各班に一任しておりますので、ご高齢やご健康上の理
由での班長職の免除あるいは一時回避などは班内でご調整ください。町内会から班長職免
除あるいは一時回避許可の書類発行も可能ですので必要に応じお申し出ください。

1

★自然観察の森ハイキングに参加しませんか！

（文教体育部）

12 月３日（日）に今泉台・今泉・岩瀬地区スポーツ振興会主催の 3 地区合同ハイキングが行わ
れます。今泉さわやかセンタ―に９時１５分までに集合。9 時３０分に出発し、鎌倉カントリー
沿い尾根→桂台→第一公園
（桂台）
→栄プールを経由して横浜自然観察の森に 11 時 30 分到着、
現地解散予定です。近くのバス停から大船駅行きがあります。
参加受付は当日可、雨天中止です。
問い合わせ：小菅（こすげ）080-5437-6732

★元気会へのお誘い

（福祉部）

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、2017 年を明るく歌い収めまし
ょう。
・日時：１２月２0 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）
次回は１月１7 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。
１２月は、クリスマスを 1 週間早く楽しみましょう。サンタさんも来てくれます。
みんなで打楽器や打楽器になる道具類を叩いて歌い、音楽を全身で奏でます。お友達もお誘いあ
わせて遊びに来てください。
・日時：１２月１8 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。
次回は１月１5 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。
１２月は１5 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）

１１月２６日（日） １０：００～１１：００
１２月２４日（日） １０：００～１１：００
落ち葉が多くなる季節となりました。落ち葉や枝以外の
ごみ（空き缶、ビン、紙くず、プラスチック等）は別の袋にまとめてお出しください。
クリーンデーはコミュニケーションの日でもあります。無理せずにご参加頂き、情報を共有する
ことにより、町の美化、防犯にご協力ください。

★アルミ缶売上金のご報告

（環境衛生部）

平成 28 年 4 月～9 月分までのアルミ缶売上金額は４０，８８０円
〈2.
０４Ｋg〉でした。
アルミ缶は町内会の貴重な財源となっております。
今後もアルミ缶は土曜日にお出しくださいます様、お願い致します。
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★緑のレンジャー活動のご報告

（環境衛生部）

１1 月４日に NPO 鎌倉緑のレンジャー、NPO 法人・タウンサポート鎌
倉今泉台（NPO-TSKI）、市の職員、住民の方々合計３３名にご参加頂
きました。岸講師の講義もありたのしい作業となり、七丁目緑地の整備
をして頂きました。来年も作業をお願いする予定でございますので、ふ
るってご参加ください。

★クリーンステーションのお願い

（環境衛生部）

最近未回収品が多々見られます。お出しになる前に分別、指定日の確認今一度して頂き綺麗な環
境維持をお願いいたします。
チョット待って、置く前にそのゴミ、大丈夫

★町内会館の清掃

（施設・道路保全）

会館の清掃は来年 1 月 16 日（火）に行われます
例年は年末に行われる清掃ですが、今回は代金の割引がある 1 月に変更致しました。
会館をご利用されるサークルの皆様は、年末前に荷物の整理・整頓をして頂き、出し入れが出
来るよう置き場所にもご注意をお願いします

★工事のお知らせ

（施設・道路保全）

今泉台郵便局付近において、ガス工事終了後道路舗装工事が行われています
工事期間中は通行規制、作業による騒音など、御不便・ご迷惑をおかけします
皆さまのご協力をお願いします
工事場所：今泉台 4 丁目 22 番先
工事期間：平成 29 年 11 月 11 日（土）～平成 30 年 1 月 25 日（木）
工事期間：9 時～17 時
お問い合わせ：
（株）高岸建設 担当者 吉本 電話０４６７－４５－３３４４

★【今泉台防災地図】と【防災十か条】を回覧板に常備

（防災部）

表題の資料を表裏に併せてラミネートした資料を、回覧板のポケットに常備して頂くことにしま
した。回覧を閲覧の際は、時々目を通してください。
また、ご自分の最寄りの災害時（連絡）集合場所は、散歩等の際に確認しておいてください。

★5・6 丁目付近で一般防災訓練のお知らせ

（防災部）

私達の街の万が一に備え、ご近所の皆様、防災訓練に参加しましょう。
・日時：１２月２日（土） 10：00～
雨天の場合、後日お知らせします。
・場所：バス停「半僧坊下」付近の防火水槽
・内容：可搬式消火ポンプならびにスタンドパイプの操作方法・家庭用消火器の操作方法等。
今回は、消防署員の指導のもと実放水訓練を行う予定です。

★平成 29 年度防災委員会が開催されました

（防災部）

今年度の防災委員会が、防災委員会委員長（町内会長）主催で、11 月 1８日、町内会館 1 階ホ
ールに於いて防災委員 80 名と役員 10 名が参加され開催されました。
内容は、今泉台防災地図の発行、防災１０か条の改定、今泉台道路舗装破損状況調査結果と市へ
の対策依頼、土砂災害警戒区域・特別警戒区域等に関して、説明がありました。
また、アトラクションとして、町内会の町田様による防災紙芝居【東北大震災】と【稲村の火】
が上演されました。
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★７丁目クローバー広場の防火水槽近傍の生垣を剪定しました

（防災部）

防犯・防災上の環境整備の目的で、11 月 16 日、役員・役員 OB・防災委員有志と大船消防署
今泉出張所の消防署員で、長年にわたり伸び放題となっていた生垣を剪定しました。

★みんなでまちづくり懇談会のご案内

（みなまち委）

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：１２月８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をめざして
○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
○その他どんな提案でも歓迎します。
今月の話題としては今泉台緑地愛護会活動、６丁目クラブの活動状況などを予定しています。

★今泉台健康づくり運動（仮称）に関するイベント開催のおしらせ

（広報部）

① 「第 21 回 TSKI 健康ウオーク」12 月 18 日（月）ＡＭ９：００吉が沢公園スタート
「いたち川を歩く」約１０Ｋｍ
② 「第 7 回楽らくウオーキングＣ組」12 月 21 日（木）ＡＭ９：００
地域包括支援センター前スタート
「家族で歩こう！健康かまくらマップ・岩瀬ぐるっと一周コース」約５Ｋｍ
③ 各種体操教室：主催町内会、ＴＳＫＩ（ＮＰＯ）
・第 41 回リハビリ体操教室：１月２０日（土） PM13:30～町内会館にて
・ＰＰＫ体操教室 ：毎週水曜日
ＡＭ9:30～いずみサロンにて
・木曜体操クラブ ：毎週木曜日
ＡＭ10:00～町内会館にて
・金曜体操教室
：毎週金曜日
ＡＭ10:00～町内会館にて
問い合わせ先：町内会広報
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田中（ＴＥＬ46-6450）

