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今月の注目記事
・町内の環境にかかわる記事(会長、環境衛生、防災、防犯・交通)・・・ｐ２．３
・町内会館年間予約受付開始のご案内（総務部）
・・・p４
・3 町内会スタンプウォークラリー開催のおしらせ(文教体育部)・・・p4

★１０月～１２月 行事予定
月
１０

日
行事等（＊印未定）
25（日） クリーンデー10:00

１１

7（土）
14（土）
16（月）
18（水）
20（金）
21（土）
2８(土)

29 日

月
12

無線訓練(中止),防災運営会議(中止)
緑のﾚﾝｼﾞｬｰ 9:30 臨時役員会 13:30
ハローキッズ 10:00
元気会(中止)
赤ちゃんステーション(中止)
スタンプウォークラリー9:00
班長会準備 13:00
ブロック班長会×３ 14:00
役員会 15:40
クリーンデー10:00

日
行事等（＊印未定）
5（土） 防災訓練(7 丁目)中止
*地区委員会 13:30
14（月）
1６（水）
18（金）
19（土）

ハローキッズ 10:00
元気会(中止)
赤ちゃんステーション(中止)
班長会準備 13:00
ブロック班長会×３ 14:00
役員会 15:40

20（日） クリーンデー10:00
25（金） 9:00 会館大掃除
27（日） 冬休み休館～１/3

★班長さん、地区委員さんへご案内

（総務部）
1. 11 月の定例班長会は、11 月 28 日(土)14 時から町内会館・大集会室で開催します。
コロナ感染防止で対人距離を１ｍ確保するため、ブロック班長会を 3 回に分けて実施します。
中央ブロックの班長会は 14:00～14:20、湖畔ブロックは 14:30～14:50、地蔵ブロックは
15:00～15:20 です。会議時間は 20 分間としてありますが、極力短い時間で終わらせます。
各班長会には当該ブロックの地区委員(7 名ｘ２)の方々の座席も準備しておきますので、ご都合
が良ければご参加ください。
ご参考：地蔵ブロック=１～７地区、中央ブロック=8～14 地区、湖畔ブロック=15～21 地区。
2. 11/28 当日 13 時から定例班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を同所で行います。この日の
準備当番は 11,12 地区の 11 名の班長さんです。お手伝いをよろしくお願いします。
また、地蔵ブロック班長会終了後、7 地区の班長さん６名に机/椅子の後片付けのお手伝いをお
願いいたします。
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★今泉台に於ける土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果公表について

(会長)

過日 藤沢土木事務所により行われました調査の結果が 8 月 28 日に神奈川県から公表されました。
詳細は、次のホームページを閲覧して下さい。
https://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/php/map.php?mapmode=kuiki
左側選択タブの【さらに情報を細かく選択する】を選択、表示されたウインドウの【警戒区域・特別
警戒区域（調査済み（未指定）
）
】を選択して、右下の【設定】をクリックする。

★緑地（市有地）の崖地樹木等の適正管理について

(会長)

10 月 1 日、市役所を関係役員で訪問し、都市整備部次長ならびに公園課課長に対して土砂災害
特別警戒区域（調査済）内の崖地樹木等の適正管理について、町内会の調査結果に基づき申し入れを
行いました。
今後、市役所責任者と役員で現場確認を実施することになっています。

★公園の適正管理について

（環境衛生部）

前項の会合に於いて、公園関係では南公園や北公園の大谷石
の縁石や吉ガ沢公園の階段の修繕、砂場の適正管理、そしてグ
リーンベルト、6 丁目公園、クローバー広場の除草回数を増や
すこと等、具体的に要請しました。
また、主にバス通り沿いにある歩道の街路樹については、
「歩行に支障をきたすようなら街路樹桝と樹木を撤去するこ
とも可能である」との話も公
園課よりありました。街路樹
桝があるため狭くなっている
場所や空き地空き家の前の管
理されていない街路樹桝の横は、すれ違いや車椅子での通行は危険
です。緑の保全と町民の誰もが安全快適に通ることができる歩道と
の調和を、住民の意向も反映して今後検討していきたいと思います。

★滝ノ入トンネル下側入口落石事案について

（防災部）

９/１２(土)朝９時頃、住民がトンネルを抜けて１０ｍ程下った所で音が聞こえ、戻って確認した
所、３０ｃｍ大の落石を発見しました。直ちに大船警察に連絡し、現場確認を行うよう依頼しまし
た。前々項の会合に於いて、公園課/道路課で調整し早急に点検するとの回答を得ました。

正面から見
ると土石の
流れた跡が
見られま
す。
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★防犯灯周りの枝払いを実施
（防犯・交通部）
10 月 3 日（土）、7 丁目 10～25 番地の道路谷側
防犯灯 3 ヵ所が、伸びた枝蔓等により夜間暗くなって
いた為、地区委員の方々及び町内会役員総勢 7 名にて
伐採。急斜面もあり難航しましたが、スズメ蜂にも遭遇
せず、何とか目的は達成出来ました。また、昨年の台風
によりクローバー広場前道路上に倒れ掛かったまま放置
されていた樹木の大枝伐採を市へ依頼し、即時対応して
頂きました。

伐採前

伐採後

伐採後正面

伐採後

7 丁目 25 テニスコート降り口右防犯灯

7 丁目 10 奥角地防犯灯

★防災メモ「人はなぜ逃げ遅れるのか」

（防災部）

今年は台風の発生が８月という例年にない遅さでしたが、８・９・１０号と相次いだ台風が日
本の南西諸島に被害を及ぼし、中国大陸や朝鮮半島に上陸して大きな爪痕を残しました。
当町内は昨年台風１５号･１９号と相次ぎ、特に９月の１５号では７丁目に３日間に亘る停電被
害をもたらしましたが、幸い今年はこれまでは無事でした。
日本自動車連盟の機関誌 JAF MATE２０19 年４月号にタイトルの記事が掲載されていました
ので、概要を紹介します。

人はなぜ逃げ遅れるのか
☆人は下記のように自分に都合よく情報を認知しようとします。
「認知バイアス」
大地震が近い将来起こると思う ⇒ すぐには起こらないだろうと思う ⇒ まだ起こらな
いなら今は何もしなくてよい
☆認知バイアスの一つに正常性バイアスがあります。
「正常性バイアス」
人は異常事態でも「これは正常の範囲内だから大丈夫」と考えようとします。
・前回崩れなかったから、今回も大丈夫だと思った
・避難勧告は出ていたが、うちは大丈夫だと思っていた
命に係わる場合は最悪のケースを考えるべきなのに、最善を考えてしまいます。
避難を迷ったとき、「これは正常性バイアスではないか」と気付けば、「念のため逃げてお
こう」と考えられる筈です。
「念のため〇〇しておこう」という考え方は、防災ではとても有効です。
自治体や警報を当てにし過ぎる他力本願な人も多くいます。危機管理では“結果の重大性”と
いい、失うと取り返しのつかないものを重要視します。まずは“命”、そして“時間･タイ
ミング”が大事です。“いま準備する、いま逃げる”命を守るために今やることをしっかり
決断することが大事です。
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★町内会館年間予約受付開始のご案内

（総務部）

令和 3 年(2021)の町内会館ご利用(１F 大集会室/２F 会議室)年間予約の受付を 11 月 5 日(木)～
11 月 21 日(土)で行います。ご利用を希望される団体・サークルは町内会事務所窓口で所定の申込
用紙に記入し、申込期間内にご提出ください。なお、期日・時刻が重複した場合は
抽選となりますが、町内会行事/活動や選挙などの公式行事は優先利用とし、予約
確定後でも変更をお願いする場合がありますこと、予めご承知おきください。
今回、年間予約は令和 3 年 1 月から令和 4 年３月までの期間とし、町内会館
が長期休館になる夏休み(8/1～8)、冬休み(12/28～1/３)中も含めて受付けま
す。
（夏休みの日程は、オリンピック開催 7/23-8/8 パラリンピック開催 8/249/5 および町内夏祭り開催を 8/21、22 として計画しています。
）

★3 町内会スタンプウォークラリー開催のお知らせ

(文教体育部)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
3 町内（岩瀬、今泉、今泉台）の名所を巡り、ゴールで賞品を GET!
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
秋も深まって歩くには最適な季節です。いろいろな行事が行えなかったのでこんな企画をしてみ
ました。
ご家族、ご友人、小さいお子様からご高齢の方までどなたでも参加出来ます。チェックポイント
は全部回らなくても大丈夫ですし、コースもご自分の体力と参加出来る時間とご相談しながら
無理のないように選べます。どうぞお誘い合わせの上ご参加下さい。
日時:11 月 21 日(土)9 時〜12 時 (雨天中止)
事前申込み不要(スタート時間は自由、但し 11 時迄に)
スタート・岩瀬地区公会堂
・今泉町内会館
・今泉台町内会館
何れかの場所で参加申込みをしてください。
スポーツドリンクボトル、腕章、チェックシートを配布。

チェックポイント
五社稲荷神社
大長寺
西念寺
白山神社
金仙地蔵尊
称名寺
散在ｶﾞ池

注意点
マスク着用・自転車禁止
小学低学年は大人同伴
高学年は子供のみの場合
3 名以上で参加する
三密にならないようにする

ゴール：参加者のお住いの町内会館
(今泉台町内会館)

★南公園のトイレが今後も使用できることになりました（環境衛生部）
先月号で南公園のトイレ清掃を募集したところ、朝日新聞販売所の方々が１０月より
トイレ清掃を引き受けてくださいました。日頃今泉台の皆様にたいへんお世話になって
いることへの恩返しとのことです。町内会だけでなく鎌倉市も困っていましたのでとて
も助かりました。感謝、感謝です。
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★福祉部からのお知らせ！

(福祉部)

最近は、朝晩の冷え込みだけでなく日中も寒い日が…このまま冬にならず秋晴れの穏やかな陽射
しを感じたいですね。寒くなりますので皆様ご自愛下さい。
10 月からハローキッズのみ開催しています。新型コロナ感染予防対策をしっかり実行して開催し
ています。コロナ禍で疲れ気味の親子の皆さん、遊びに来てください。
◎ハローキッズ今泉台(子育てサロン)
中止の時は、掲示板でお知らせします。
日時 : 11 月 16 日(第 3 月曜日)10:00〜1１:30
場所 : 今泉台町内会館大集会室
内容 : スキンシップマッサージ
: バスタオル持参
◎「元気会」と「赤ちゃんステーション」は、
12 月まで開催をお休みします。

再開してよ
かった〜

次回
12 月 21 日(第 3 月曜日)
絵の具で遊ぼう！

✨久しぶりにハローキッズを再開！（１０/１9）✨
6 家族 16 名(うち、5 歳から 8 ヶ月のお子様 8 名)の参加がありま
した。気が合いそうな知育玩具を見つけては、会場を縦横無尽に動
き回り、楽しそうに遊ぶ姿には、担当者一同元気を貰いました。

コロナ対策も
できました！

★ローソンカーによる移動販売が 3 丁目でも始まりました
１０月 22 日木曜日から‼
（福祉部）
これで今泉台町内会での移動販売箇所は以下のように 4 か所となります。
販売品目は、パン類、お弁当、野菜、乳製品、飲み物、スイーツなど多彩です。
必要なものは事前予約で販売当日に該当箇所で受け取る事も出来ます。
＊毎週火曜日 10：30～11：00 今泉台６－１９－１２（笹本様駐車場）
＊毎週木曜日 10：00～10：30 今泉台２－５－１３ （小泉様駐車場）
11：00～11：30 今泉台３－６－１２ （境野様駐車場） 新 規 開 店 場 所
11：45～12：15 今泉台町内会館脇
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ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

★「洗心庵」の建替え計画を進めています

（総務部）

今年 3 月の臨時総会に上程し 5 月の書面表決でご承認いただいた〔第三号議案「洗心庵を改築/
建替し住民に有用な施設とする」
〕は、鎌倉市の建築着工の認可待ちの段階にあり、これから具体的
な建設設計に入ります。今後、建物の用途とそれに適した間取り、各種の機能などについて、役員
と地区委員他の方々から成る建設委員会を立ち上げ、広くご意見を伺いながら進めていきます。
順調に進めば、11 月中に概略設計素案、12 月に建設費用見積等を確認し、年明けの工事着工を
目指す予定です。

★地区委員交代のお知らせ

（総務部）

たより 7 月号に掲載した第 2 期地区委員・湖畔 21 地区 2 班のフェイ由香様が、町内ですが地区
外へ転居されましたので、新たに同地区-班の山崎哲様が 21 地区の地区委員に就任されました。
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