第５１０号

平成３０年 6 月 2３日

（6 月号）

今泉台町内会たより
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
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今月の注目記事
・班長さんが交替します
（総務部）
・いっしょに！ワッショイ！Enjoy！夏祭り！（文教体育部）
・岩瀬隧道崩落事故のその後
（施設・道路保全部）

★平成３０年度新役員紹介と主な活動計画

（会長 尾島隆史）

平成３０年度の定時総会で役員並びに監事が全会一致で承認されました。新体制のもと６月２
日役員会を開き、職務分担を下記のとおり決定いたしましたのでご報告いたします。今年度も、
多世代が安心して住み続けられる町の実現を目指します。住民一人ひとりが当事者の問題とし
てみんなでこの町の課題に取り組んでいきましょう。新役員それぞれの役割を真摯に努めます。
皆様のご協力とご支援をよろしくお願いいたします。
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★平成 30 年度定時総会が開催されました

（総務部）

平成 30 年度定時総会は 5 月 26 日(土)１４時 30 分、町内会館・大集会室に班長 86 名、一般
会員 8 名が出席し開催され、「平成３０年度役員ならびに監事の選任」、「平成 30 年度会計予
算」など 5 つの議案がいずれも原案どおり可決、承認されました。
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★班長さんが交替します

（総務部）

7 月 1 日から各班の班長さんが交替します。新しい班長さん(１０７名)は、７～12 月の半年間、
８月を除き毎月開かれる班長会にご出席いただき、会員と町内会とを結ぶパイプ役をお願いし
ます。また 8 月４日(土)、５日(日)に予定している恒例の夏祭りには、いろいろなお手伝いをお
頼みしますのでよろしくお願いします。なお、６月末で退任される現班長さんには、町内会へ
多くのご協力をいただきましたこと、あらためて御礼申し上げます。

★新しい班長さんへお願い

（総務部）

１．臨時班長会、および準備会
(1) 7 月７日(土)14 時から町内会館・大集会室で臨時班長会を開催します、ご出席ください。
その際、前任者から引き継がれた資料一式：「次期班長さんへ(下半期)」と、資料末尾の「出
欠票」に記入し、切り取ってご持参ください。 当日は、班長さん、組長さんの仕事内容、
および夏祭りの役割分担についてご相談させていただきます。
(2) 前日７月６日(金)に臨時班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)のお手伝いを、各班の回り持ち
当番でお手伝いをお願いします。この日は 1 組～4 組、15 名の方が当番です。13 時 30
分までに町内会館・大集会室へお集まりください。
２．定例班長会、および準備会
(1) 7 月 21 日(土)1４時から町内会館・大集会室で開催します、ご出席ください。
(2) 前日 7 月 20 日(金)に定例班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)をお手伝いいただきます。
この日は 5 組～9 組、16 名の班長さんが当番です。13 時 30 分までに町内会館・大集会
室へお集まりください。

★地蔵講から寄付金をいただきました

（総務部）

地蔵講所有の土地/建物が昨年 6 月に町内会へ移管されたことは昨年 7 月号たよりでお知らせし
ておりますが、これに関連し今年 5 月には団体・北鎌倉地蔵講より 350 万円をご寄付いただき
ました。このお金は町内会に「地蔵講基金」として登録され、地蔵尊施設の維持管理、洗心庵の
建替え等に充当します。

★いっしょに！ワッショイ！Enjoy！夏祭り！

（文教体育部）

今年は８月 4 日（土）
、５日（日）が夏祭りです。
お神輿、山車、盆踊り、町内会各サークルなどから楽しい企画があります。
新たな出会いや、語らい、懐かしい人との再会、大人も子供もそれぞれみんなが主役です。
楽しい夏の思い出を作りましょう！！多くの皆さまの参加をお待ちしています。
町内会館近隣の方々には多々ご迷惑をおかけすることになりますが
どうぞよろしくお願いいたします。

★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。お誘い合わせ気軽にお出かけ下さい。
7 月は保育コンシェルジュの方が来て育児相談に応じてもらえます。
・日時：7 月 2３日（月曜日）１０時～１１時半
・場所：町内会館大集会室
・対象：0 歳から 3 歳（未就園児どなたでも）と保護者の方
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 9 月１０日（第２月曜日）
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★赤ちゃんステーションからのお知らせ

（福祉部）

2 階多目的ホールにて、第 3 金曜日、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。
・日時：７月２０日（第 3 金曜日）10 時～12 時

★長寿の方のお祝い

（福祉部）

毎年、大船地区社会福祉協議会より 9 月の「敬老の日」に合わせお祝い金が贈られます。
２０１８年９月１５日現在で、満８０歳（千円）満９０歳（二千円）満１００歳（一万円）と
なりました。つきましては、７月初旬より対象となる方の調査をさせて頂きますので、ご協力
をお願いいたします。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

どなたでもご参加いただけます。軽い体操の後、音楽サポーターさんのご指導で、季節の歌を
楽しみましょう。
・日時：7 月１８日（水）１３時～１５時（第 3 水曜日）
・場所：町内会館大集会室
・会費：１００円（茶菓子代）
8 月の元気会はお休みです。次回は 9 月１９日（水）13 時からです。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

６月 2４日（日） １０：００～１１：００
７月 2９日（日） １０：００～１１：００
クリーンデーの際出たゴミは「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
れます。なお、家庭ゴミは出さないようにお願いします。

★愛犬のリードは外さないで

（環境衛生部）

愛犬とお散歩の際、リードを外して散歩をされている方がおられます。
お散歩の際は必ずリードは外さず、しっかり持ってください。
また、愛犬の落し物も必ずお持ち帰りください。町内環境の美化にご協力をお願い
致します。

★アルミ缶回収についてのお願い

（環境衛生部）

カンの収集日にアルミ缶が混じっていることが多く見受けられます。アルミ缶の収益は町内会の
収益となり、町内の環境設備等に充当されますので、ご面倒でもアルミ缶は土曜日に出していた
だくようお願い致します。

★岩瀬隧道の状況

（施設・道路保全部）

岩瀬隧道の一部崩落後、皆さん結構不便を感じているのではないでしょうか。渋滞でバスが遅れ
るなど朝夕の通勤通学に影響しているように思えます。
鎌倉市役所道路課によると、現在この岩瀬隧道の崩落についての調査が開始されています。調査
は１０月まで続くとのことです。その後復旧工事を始め、来年の３月までには工事の完成・開通
をめざしているとのことです。岩瀬隧道の情報は下記鎌倉市ホームページで。
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/douro/201805iwase_zuidou2.html
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★土砂災害防災訓練が 6 月 3 日（日）に実施されました

（防災部）

国土交通省旗振りの全国防災訓練の一環として、神奈川県藤沢土木事務所・鎌倉市総合防災課・
大船警察署・大船消防署･消防団第７分団のご支援の下、２０１８年６月３日(日)に今泉台町内会
自主防災組織主催により「土砂災害防災訓練」が実施され、３６６名（自宅避難を含め、推定約
５００名）の参加を得ました。真夏を思わせる炎天下、老若男女の住民が積極的に参加、ご支援
戴いた関係機関のご講話・情報提供もあり、また NHK・JCOM・東京新聞の取材も受け、大変
有意義なイベントとなりました。

★犯罪者を寄せ付けない！

（防犯・交通部）

町内では犯罪を未然に防ぐべく、児童見守りパトロール、わんわんパトロール、
夜間パトロールなどを実施していますが、町内の美化についても重点を置くこと
が大切な事です。汚い所は狙われやすく、整然としている所には犯罪者は入りに
くいです。ゴミ収集場所の清潔感、自宅周りの清掃などに気を配りましょう。
また、道ですれ違った時の「声掛け、挨拶」も抑止力として非常に効果があり
ますので励行しましょう。
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