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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
・岩瀬/宮の前隧道に対する新道路建設について署名活動にご協力のお願い （防災部）
・「赤い羽根共同募金」にご協力のお願い
（総務部）
・夏祭り特別会計中間報告
（会計部）

★「夏祭り」のご協力ありがとうございました。

（会長 尾島隆史）

今年の夏祭りは 8 月４日（土）５日（日）に開催されました。天気に恵まれ、大盛況のうちに無事終
了致しました。今泉台の夏祭りは住民皆様のご寄付と心厚きご支援に育まれ、今年で 4１回となりま
した。新興住宅地だったこの地で当時の大人が子ども達にこの町がふるさとになるようにと育て
てきた夏祭りです。子ども達の人数も年々増えている印象があります。かって親に手をひかれて
祭りを楽しんだ世代が親になり、子どもを連れて親子三代で祭りに参加する。今年もそんな心温
まる夏祭りになりました。初日には山車と子ども神輿の担ぎ手に鎌倉高校の生徒さんや、今泉タ
イガース（野球クラブ）、いずみキッカーズ（サッカークラブ）の元気な少年達が加わり、ここ
数年で恒例となったおとな神輿（白山神社所有）には白山睦の青年達、横浜国大の若き皆さんも
参加して盛大な巡行となりました。両日とも盆踊り、太鼓やアトラクションなどに加えて夜店も
大勢の来場者で大いに賑わい、盛りだくさんなふるさと祭りとなりました。
今年も、大船警察署、消防署や第七分団の皆様、会場運営に協力いただいた班長の皆様、夜店に
参加いただいた皆様、巡行の休憩所運営に協力いただいた皆様、くじ引きを盛り上げるためスポ
ンサーくじに協力参加いただいた各商店の皆様、フェスタ でお祭りを盛り上げていただいた商店
街の皆様、本当にありがとうございました。
また、お祭り会場周辺の皆様には格別のご配慮をいただき、心から御礼申し上げます。おかげさ
まで今年も無事に終わることが出来ました。

★「赤い羽根共同募金」にご協力をお願いします

（総務部）

10/1 から「赤い羽根共同募金」運動が始まります。この募金は地域福祉を推進する民間活動を
応援する助け合い運動で、使い道と集める額を事前に定めた市民主体の「計画募金」です。集めら
れた募金の 70%は募金した地域で使われ、残り 30%は県レベルの広域的な活動や大規模災害の
被災地支援に使われます。寄付行為ですから皆さまのご意思に依りますが、今年も温かいご支援
をお願いします。
募金収集は、各班ごとにお届けする専用の募金用紙袋の中へ入れ、次のお宅へお回しください。
確実に授受いただくため、次の回覧先がお留守の場合は、ご帰宅を待つか、あるいは後回しにし
てお回しください。

★班長さんへご案内

（総務部）

1. 10 月の定例班長会は、27 日(土)14：00 から町内会館・大集会室で開催します。
2. 前日 10 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 16 組～21 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。
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★金仙地蔵尊境内傍らに『犬の散歩道』が出来ました！

（総務部）

今夏は各地で記録的な炎暑が続き、熱中症対策が全国で大きな話題になりました。特に舗装され
た道路上では地面からの照返しによる輻射熱のため、散歩の犬は人間以上に厳しい気温に晒されま
す。そんな犬の窮状を少しでも和らげるべく、金仙地蔵尊境内の傍らに「犬の散歩道」が設けられ
ました。境内中央の倉庫脇から登り、竹林の中を 20ｍばかり歩いて鋭角坂入口に抜ける小さな道
です。残暑の中、犬連れで近くを散歩される際には是非ご利用ください。但し倉庫脇の登り口は少
し急坂なので、足元には十分お気をつけください。

★平成３０年度夏祭り特別会計中間報告

（会計部）

平成 30 年９月 13 日現在の夏祭り会計の収支をご報告します。皆様からほぼ例年通りのご寄付を
戴き、おかげさまで無事に夏祭りを運営することができました。厚くお礼申し上げます。
ご寄付を下さった方のご芳名は、別途回覧させて頂き、お礼にかえさせて頂きます。確定した決算
報告は、来年 5 月の定時総会に付議します。
１ 収支報告書
収 入 の 部
科 目

支 出 の 部

金 額

科 目

前期繰越金
当期収入
町内寄付金
町外寄付金
お賽銭

３60,266

備品費
設備費
1,562,900 巡行費
176,000 会場費
14,462 広報費

雑収入
当期合計

3,505 交通費
1,756,867 通信費
→３(1)項 保険費
賞品費
雑品費
謝礼費
事務費
雑費
一般会計分担金

56,010
513,000
22８,536
119,391
0

経費計
祭り用品積立金
次期繰越金
収入合計

2,117,133

摘 要

金 額

1,500
２,6２4
42,600
140,760
24,520
105,541
3,429
14,603
130,000

太鼓のバチ クーラーボックス
舞台設営 電気仮設 テント張り
休憩所等での飲食
接待用飲食 夜店券 消耗品
買い物時交通費
挨拶状切手代
夏祭り保険一式
くじ引き商品券 参加賞景品
挨拶・お礼用タオル 飲物
協力団体・その他への謝礼
封筒 マジック
クリーニング代 印紙 振込手数料
コピー代 人件費 光熱費等

1,382,514
400,000 →３(2)項
334,619 →３(3)項

支出合計

2,117,133

２ 貸借対照表
資 産 の 部

負 債 の 部

借 方

貸 方

科 目
現金

金 額
9,850

科 目
祭り用品積立金

金 額
3,759,622

郵便貯金

4,086,391 仮受金
次期繰越金

2,000
334,619

資産 合計

4,096,241 負債 合計

4,096,241

3 収支の概要
（１） 収入・・・雑収入を除く寄付の収入は 1７5 万円（前年比約 4 万円の減少）
寄付件数は町内会員 1069 名（匿名・無記名者含む 対前年 41 名減）
町内外団体・法人 40 件（対前年 3 件減）。
お賽銭は、神輿巡行時に頂いたものです。
（２）積立金・・・お祭用品の積立金を 40 万円としました。
（３）繰越金・・中間決算における次年度への繰越金は 334,619 円とし、来年度のお祭り準
備金に充当します。
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★今泉台・今泉「市民運動会」のお知らせ

（文教体育部）

今年も、毎年秋に行われる今泉台・今泉町内会合同の市民運動会が１０月７日（日）９時より今泉
小学校グラウンドで開催されます。
（雨天時は体育館で実施します）
小さいお子さんから大人まで、いろいろな方々が楽しめるプログラムを
沢山ご用意しております。皆様、ご家族お友達お誘い合わせのうえ、
ふるってご参加ください。
詳しくは、別紙配布の「今泉・今泉台市民運動会のご案内」をご覧下さい。
また、運動会当日お手伝いしていただける方、ぜひ、町内会までお申し出ください。

★10/27“今泉台マルシェ”開催 本年も「さんま炭火焼」！

（文教体育部）
本年も１０月２７日（土）秋の“今泉台マルシェ”が開催されます。昨年に続き、さんま炭火焼
（先着順）を始め生ビール､コーヒー､紅茶､食品類、菓子類、花、など一般参加者中心の出店。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、鎌倉市。
会場は吉ガ沢公園、時間は１１時～１５時３０分（小雨決行）。
現在出店者募集中。手芸品、手作り菓子、飲食物、地元農産品、ほか販売したいものがあれば
なんなりとご相談ください。締め切りは１０月１０日です。
お問い合わせ先：0467-41-1835（丸尾）0467-45-0740（池谷）

★ハローキッズ今泉台（子育てサロン）へのお誘い

（福祉部）

子育て、一人で悩んでいませんか？
月に一度ですが他の親子さんと話す中でスッキリすること、あると思います。
10 月、ハローウィンを開催します。親子で仮装参加して楽しんでください。
日時 10 月 15 日（第３月曜日）１０：００～１２：００
場所 町内会館
ハローキッズ今泉台サポーター募集！
子育てが一段落した方で、月に一度 2 時間位子育て中の方の支援をして頂けませんか？
連絡をお待ちしています。

★元気会へのお誘い

（福祉部）

元気の素は声を出し、笑い、食べることだそうです。昔懐かしい歌を歌い、皆さんで楽しみましょ
う。皆さまのご参加をお待ちしています。
日時 10 月 17 日（第３水曜日）１３：００～１５：００
場所 町内会館
お茶代 100 円

★赤ちゃんステーション

（福祉部）

町内会館 2 階多目的ホールで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。
ボランティアさんがお茶を用意してお待ちしております。
日時 10 月 19 日（第３金曜日）１０：００～１２：００
場所 町内会館 2 階多目的ホール

★ご長寿おめでとうございます

（福祉部）

9 月 1７日の敬老の日にあわせ、大船地区社会福祉協議会からお祝い金、今泉台町内会よりお祝い
品を 91 名の皆様にお届けいたしました。

★皆さんで一緒にクリーンデー

（環境衛生部）

９月３０日 （日）１０：００～１１：００
1０月 2８日（日） １０：００～１１：００
落ち葉が段々と多くなってきます。簡単な使取りも皆さんでご協力をお願いします。
3

★緑のレンジャーへのお誘い

（環境衛生部）

緑のレンジャーの方々がボランティアで町内の緑地の草刈りを実施してくださいます。
・日時：10 月 13 日（土） 9：30～11：30（雨天の場合）11 月 10 日
・場所：７丁目パーキング付近
剪定のノウハウなども教えて頂けます。
町内の皆様、特にお近くにお住まいの皆様、きれいで安全な今泉台にするためボ
ランティア隊の一員と共にご参加ください。案内ポスターが町内掲示板に掲載さ
れています。

★散在ケ池放水訓練実施

（防災部）

７/２１実施の消火グループ会議において散在ケ池で消防署の支援を頂いて放水訓練を行う事とし
ました。町内会初の訓練であり、日程等詳細決定次第ホームページ及び掲示板にてお知らせしま
すので、皆様の参観をお願いします。

★鎌倉市総合防災訓練実施

（防災部）

８/２３に山崎水質浄化センターにて市総合防災訓練が行われ、町内会より訓練者３名見学者１４
名が参加しました。公的機関･市内各町内会が参加し、有意義な訓練となりました。当日実施され
た土のう作り訓練を、町内の内水氾濫浸水想定区域の方々を対象に実施する予定です。

★岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設について署名活動にご協力のお願い
（防災部）
現在全面通行止めとなっている。岩瀬隧道については 31 年 3 月完了を目標に復旧工事が行われて
います。しかしながら、復旧後も岩瀬隧道は片側交互通行であるため緊急時救急車、消防車など
の通行が出来ず迂回をしなければなりません。
この問題を解決するため大船、岩瀬、今泉、今泉台の 4 町内会長が協議し 2 車線の新道路の建設
を提案することにいたします。
防災面からも早期の実現が急務であると考え、署名活動を行うことにいたします。
各町内、1２月初旬開催の市議会に請願するため 10 月に４町内会住民の署名活動を行います。賛
同いただける方々の署名をお願いいたします。

4

