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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
・新年餅つき大会、祝賀会のお知らせ
・年末年始のゴミ収集予定

(文教体育部)（総務部）
（環境衛生部）

★班長さんの交替、新しい班長さんへお願い

（総務部）

1. 来年 1 月 1 日から各班の班長さんが交替になります。12 月末で退任される下半期班長さん
には、夏祭りのお手伝いや募金活動などご協力をいただき真にありがとうございました。
新しい上半期班長さんには 1 月から 6 月までの半年間、毎月 1 回(原則第 4 土曜日)開かれる
定例班長会にご出席いただき、会員と役員会とを結ぶパイプ役をお願いいたします。
２．上半期最初の定例班長会は、平成 30 年１月 27 日(土)14：00 から町内会館・大集会室で
開催します。前任者から受け取った冊子「次期班長さんへ(上半期)」の p5「班長会出席表」
の 1 月 27 日分に記入し切り取ってご持参ください。1 月の班長会は連絡事項が多いため開
催時間は約 1 時間半の予定です。
３．前日１月 26 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１組～５組の 18 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。

★町内会館のお休み

（総務部）

１．年末年始の町内会館事務所は 12 月 28 日(木)から 1 月 3 日(水)まで冬休み休館になりま
す。この期間中に町内会館のご利用を希望される方は、事由を添えて 12 月 21 日(木)まで
に事務所までお申し込みください。
冬休み期間中に町内会館を利用される場合はチェックシートに特別の点検項目があります。
利用後の出入り口の施錠、エアコン、照明の電源 OFF などの確認に特にご留意ください。
２．冬休み期間中の町内会への緊急連絡は、所属する班の担当役員（各班長さんご承知）、不在
の場合は別の役員へご連絡ください。

★自然観察の森ハイキング

(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による３町内会合同のハイキングが
行われました。今泉台では 10 名ほどが参加され、３町内合わせて 47 名の参加でした。好天
のもと、さわやかセンタ―を午前９時半に出発、同センタ―前の山道に入り、鎌倉カントリー
クラブ沿いの尾根経由で横浜市栄区の桂台の住宅地、横浜自然観察の森まで、約２時間半かけ
て歩きました。山道からはランドマークタワーも遠望でき、自然観察の森では紅葉を楽しむこ
ともできました。元気に参加して下さった方々にお礼を申しあげます。
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★平成 30 年新年お餅つき大会、祝賀会開催のお知らせ

(文教体育部)（総務部）

年明け 1 月 13 日(土)午前 9 時 45 分から、吉ガ沢公園にて新年お餅つき大会
と豚汁サービス、午後 12 時 30 分から、町内会館・大集会室にて会長の新年ご
挨拶、八鍬圭さんの歌唱、(会場整理後)新年賀詞交換、「元気会」の歌唱を行い
ます。
（時間割）9:45～11:30 お餅つき大会＊、豚汁サービス
＊若いお父さんお母さん方の飛び入り参加を歓迎します。
12:30～13:10 新年ご挨拶、八鍬圭さんの歌唱
13:20～14:35 来賓ご挨拶、乾杯、歓談、「元気会」による歌唱
新しい年の始めのお祝いを、どうぞ皆さまお誘い合せの上、ご来場ご歓談ください。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

町内会の新年会を覗いたことがある方なら、
「元気会」の文字通り元気
な歌声をお聴きになったことと思います。ご一緒にいかがですか？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：１月１７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２月２１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。子供たちの「遊びを創
り出す才能」に任せる時間も楽しいです。今月は「和」を感じる音楽のプレゼントを用意していま
す。また保育コンシェルジュの鈴木さんもいらっしゃいます。親子で楽しく過ごしましょう。
・日時：１月１５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２月１９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。
１月は１９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）

１２月２４日（日） １０：００～１１：００
１月２８日（日）

１０：００～１１：００

12 月はまだ落ち葉が多く作業が大変かと思いますが、皆さんで協力してお掃
除をお願いいたします。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。

2

★年末年始のゴミ収集予定

（環境衛生部）

年末年始のゴミ収集は下記の通りです。年末はゴミが多くなりますので、収集日を間違えないよ
うにお願いします。
種
類
最終収集日
容器包装プラスチック・紙類・布類
12 月 2２日(金)
アルミ缶
12 月 2３日(土)
カン、ビン、燃えないゴミ、危険有害ゴミ
12 月 2６日(火)
ペットボトル、植木剪定材
12 月 2７日(水)
燃やすゴミ
12 月２８日(木)
＊年末は１２月２８日が最終日となります。
＊毎週金曜日の容器包装プラスチック・紙類・布類が１２月２２日で最終日になりますので
ご注意ください。
＊年始の通常収集は 1 月 4 日からとなります。

★掲示板を修繕しました

（施設・道路保全部）

４丁目に設置されています掲示板（H）の脚の部分が、損壊していると
の連絡を受け、先月業者に依頼し修繕しました。
これからも長く使用していくものです。町内会施設/備品の保全について、
皆さまのご協力をお願いします。

★会館の換気口カバー取替のお知らせ

掲示 板

（施設・道路保全部）

10 月中頃の強風雨の影響で、町内会館内の数か所の床に浸水がありました。原因は建設した(株)
斉藤建設による調査に拠ると、公園側にある換気口から雨が吹き込んだ可能性があるとのことで
した。換気口は全 11 箇所あり、再発防止のため雨水が入りにくいカバーへの取替え工事を実施
しました。

★実放水訓練を含む一般防災訓練を実施しました。

（防災部）

12 月 2 日（土）半僧坊下バス停グリーンベルトに於いて、大船消防署今泉出張所の指導により
防火水槽から吸水して可搬式消防ポンプによる実放水訓練を実施しました。また、消火栓を利用
したスタンドパイプセットの使用訓練そして救急救命士による AED の使用方法等の説明が行わ
れました。

★土砂災害特別響戒区域(レッドゾーン)指定の為の調査

（防災部）

当住宅地は、周辺を土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に指定されていますが、この度、神奈
川県藤沢土木事務所より土砂災書防止法に基づくレッドゾーン指定の為の基礎調査(急傾斜地)を
開始する旨の案内が一部地域の住民に通知されました。
この指定は、大災害時の住民の安全確保を目的に行われるものです。町内会としては、具体的な
対応策はありませんが、何か不安等がある場合は（防災部）にお問い合わせ下さい。

★第二回防犯パトロール懇談会開催

（防犯・交通部）

１．12 月 4 日、町内会館大集会室にて今年度第二回防犯パトロール懇談会を開催。
今回は特別ゲストとして大船警察署・生活安全課の方より大船警察署管内及び周辺地域の状
況と防犯活動について語っていただきました。特に振り込め詐欺については未だ増加傾向に
あります。対応策は多々ありますが、地域コミュニティによる結束が重要とのこと、再認識
させられました。
２．「地域住民でこの町を守る」の見地から、住民皆様の防犯パトロール活動への参加募集を
行っています。ご協力いただける方には、ベスト、腕章を貸与致しますので、町内会事務局
（防犯部）までお申し出ください。
因みに日常生活での犬の散歩なども不審者には大きな抑止力となっています。
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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：１月１９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①IT 利用に関する住民アンケート結果、②町内の空家、空き部屋の利用
計画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 2２回 TSKI 健康ウオーク」1 月 1５日（月）ＡＭ９：００大船駅モノレール広場
「玉縄城址と玉縄ふるさと館」約５Ｋｍ ＡＭ１２：００ 6 丁目クラブ（昼食後解散）
往復江ノ電バス使用予定。
② 「第８回楽らくウオーキングＣ組」１月１８日（木）ＡＭ９：００岩瀬町公会堂
「草花と公園コース！健康かまくらマップ・戦国時代と今を歩くコース」約５Ｋｍ
ＡＭ１２：００大船駅東口（昼食後解散）
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 田中（ＴＥＬ46-6450）
以上
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