第 506 号

平成 30 年 2 月 24 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 30 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、24 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 30 年度暫定予算」ほか３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 23 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。

★最近、町内会館に忘れ物をしていませんか？

（総務部）

昨年 12 月頃より、男児用の上着；数着、（自転車用？キーホルダー付き）鍵、子ども用の手
袋、マフラー、折りたたみ傘（いずれも２F 多目的ホールまたは公園への忘れ物）を預かって
います。お心当たりの方は事務局へお申し出ください。また 3 月末までにお申し出が無かっ
た忘れ物は、処分させていただきます。

★平成 30 年度町内会費(3,600 円)納入準備のお願い

（会計部）

― ３月３0 日（金）までに必ず預貯金残高の確認と所定金額のご準備を！ ―
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。
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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。
（初回）
（最終回）
三菱東京 UFJ 銀行 口座： ４月２日（月） ５月１日（火）
郵便局 口座
： ４月２０日（金） ５月１日（火）

口座振替日（引落し）
（４月に２回）

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 3０日（金）、郵便局４月 1９日
（木）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６回「今泉台文化祭」作品募集

（文教体育部）
５月 19 日（土）、20 日（日）恒例の第６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（参加費無料）
「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（木）３歳～新６年生
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（月）。
２．一般作品募集
一般を対象に絵画、写真、書、手工芸品、生け花、盆栽など展示作品を募集致します。
募集期間は 3 月 1 日（木）～3 月３１日（土）、搬入は 5 月 18 日（金）１０時～１４時
です。多数の参加をお持ちしています。出品料は 1 作品￥1,000、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）、４５-0740（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）

毎月、第３水曜日にお会いしている元気会ですが、今月は春分の
日と重なるため、２８日（第４水曜日）となります。呼吸が深く
なる「歌の力」を感じてください。お待ちしております♡
・日時：３月２８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４月１８日（第３水曜日）です。
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★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。
今月はリトミックがあります。保育コンシエルジュに相談できる
機会もお見逃しなく。また、南米の音楽も計画しています。大人
も子どもも一緒に楽しみましょう。事前申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。
・日時：３月１９日（月）１０時～１１時半頃まで
・場所：町内会館大集会室
次回は４月１６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。
３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
3 月２５日（日）

（環境衛生部）

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

★クリーンステーションについて

（環境衛生部）

最近他のステーションにゴミを出される方がいらっしゃいます。しかも、収集日以外の日に出さ
れ未回収のままになり、そこの皆さまが大変迷惑されています。ゴミは必ず収集日を確認され、
ご自分のステーションにお出しくださいますようお願いいたします。ゴミだしは、収集日、分別、
分類の確認して頂き、きちんとネットにお入れください。

★ゴミ減量にご協力ください

（環境衛生部）

鎌倉市では、市民、事業者と市の協働でゴミ減量の推進をしております。「鎌倉のゴミ減量をす
すめる会」では、鎌倉のゴミ問題に関心のある市民、事業者、市が協力してなるべくゴミを出さ
ないライフスタイルを促進し、ゴミ総量を削減することを目標に活動しています。ただいま会員
を募集しております。詳細は市環境部ごみ減量対策課 ℡０４６７－６１－３３９６までお問い
合わせください。

★一斉防災訓練と三町内会合同訓練のお知らせ

（防災部）

3 月 11 日（日）朝８：００に大地震が発生したと想定して、一斉防災訓練を実施致します。
１．黄旗による安否確認
８：００～８：３０ ご自身とご家族の身の安全を確保することを想像して、家の中を点
検（家具・ガス・電気ならびに冷蔵庫の中の「あんしんカード」等）
してください。
８：３０までに、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。）
８：３０以降、各班の防災委員と班長が安否確認に回り、集計し、評価します。
２．三町内会合同防災訓練は、避難所（今泉小学校）で行われます。
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９：３０受付開始です。周辺の崖地は、ほとんど土砂災害警戒区域に指定されています。
したがって、できるだけ各自徒歩で安全と思われる避難経路を確認しながら、参加してく
ださい。
１０：００～１２：００まで、模擬無線交信訓練と耐震水槽・備蓄倉庫等の見学、非常食
の試食、新型救急車展示および消防団による放水訓練等が行われる予定です。
３．炊き出し訓練は、おにぎり・とん汁を予定しています。
吉ガ沢公園で、給食給水担当等による炊き出し訓練を行い、１２：３０頃から１３：３０
の間、試食を行います。約 150 人分用意される予定です。（無くなり次第終了）
また、第１防災倉庫の見学も予定していますので、三町内会合同防災訓練参加者は積極的
に参加願います。

★みんなでまちづくり懇談会のご案内

（みなまち委）

次回開催日：３月１６日（金）１４:00〜16:00
場所：みらいずみ工房
テーマ：「今泉台健康づくり運動の推進（フレイル対策）」など

★今泉台健康づくり運動に関するイベント開催のおしらせ

（広報部）
① 「第３回健康ウオーク（散策編）」３月 1３日（火）ＡＭ９：３０、６丁目広場スタート
「回春院周辺散策」約５Ｋｍ ゴール：いずみサロン（昼食後解散）
② 「第 24 回 TSKI 健康ウオーク」3 月 1９日（月）ＡＭ９：００吉が沢公園
スタート「早春の台峰緑地を歩く」約１０Ｋｍ ゴール：6 丁目クラブ（昼食後解散）
③ 「腸活フォローアップセミナー」３月２２日（木）１３：００～（予定）
今泉台町内会館大ホールにて、「腸活セミナー」に参加いただいた皆さんなど健康に興味
をお持ちの皆さんを対象に、
「老化による腸内細菌のバランスの悪化の事例」
「高齢者の腸
内細菌の複数のタイプ」「各タイプ別の腸活、食事」について説明会を予定しています。
問い合わせ先：町内会広報 田中（ＴＥＬ46-6450）

以上
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