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今月の注目記事
・次期役員候補者 推薦のお願い（総務部）・・・p2
・長寿社会のまちづくりアンケートの集計結果が報告されました（会長）・・・p3
・クリーンデーと樹木桝の調査について （環境衛生部）・・・p６

★1 月～3 月 行事予定
月
２

日
6(土)

13(土)
27(土)

28(日)

行事等
無線訓練 9:00
防災運営会議 延期
臨時役員会 13:30
臨時役員会 13:30
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

月
３

日
13(土)
21(日)

行事等
臨時役員会 13:30
クリーンデー10:00

27(土)

班長会準備 13:00
ブロック班長会/臨時総会×３
14:00
役員会 16:00

★新年のご挨拶

（会長）

新年おめでとうございます
天候に恵まれ、皆様には健やかなお正月をお過ごしになられましたこと、お慶び申し上げます
新型コロナの影響で昨年 2 月以降多くのイベント、行事が中止を余儀なくされております。
この異常な状態は何時まで続くか、先の見通せない状況です。
今は耐えるしかなく一日も早く収まって正常な生活が送れるように
なることを祈るのみです。
本年も皆様とともに、安全安心で、健やかな生活環境のもとに住み
続けられるまちづくりを目指し、町内会運営に努めてまいります。
本年もより一層の町内会活動への参加とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
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★町内会館の一般利用停止を 2 月 7 日まで延長します

（会長）

コロナ感染症の急速な増加を受け昨年末より 1 月 17 日まで町内会館の利用を停止しておりました
が、1 月 8 日首都圏（１都３県）を対象として発令された緊急事態宣言に伴い停止期間を 2 月 7 日
まで延長いたします。新型コロナウィルス感染拡大を抑えるために私たちが出来ることは、他人との
接触を出来るだけ避けるようにすることに尽きると云います。ご不自由をおかけいたしますがよろし
くご協力ください。

★班長さんへのご案内

(総務部)

１．2 月の定例班長会は２月 27 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以上確保するため、班長会はブロック毎に 3 回に分けて行います。地蔵ブロック
（１～7 地区）は 14:00～14:20、中央ブロック（8～14 地区）は 14:30～14:50、湖畔ブロ
ック（15～21 地区）は 15:00～15:20 です。各ブロックの入替え時の混雑防止のため、会議終
了後は部屋の前方ピアノ側から退出していただきます。
なお、現下のコロナ感染拡大状況によっては、会議を行わず各戸
への配布資料を持ち帰っていただくだけにする場合もありますこ
と、ご承知おきください。
２．班長会当日の 13：00 から班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)を
大集会室で行います。
２月は 4,5 地区の 10 名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。また、湖畔
ブロックの班長会終了後、16 地区の班長さん５名に机/椅子の後片付けのお手伝いをお願いいた
します。

★次期役員候補者 推薦のお願い

(総務部)

6 月からの新役員を選ぶため、皆様に役員候補者を推薦していただく
時季となりました。
今月班長会でお配りしている「2021 年度 町内会役員候補者 推薦の
お願い」の下欄の推薦書に、候補者名を記入し、封筒(任意)に入れて２
月５日(金)までに各班長さんへ、または直接町内会館事務所へ 2 月 13
日(土)AM までにお届けください。ご記入いただく候補者名は自薦他薦
を問いません。推薦候補者がいない場合は提出不要です。各班長さん
は 2 月 13 日(土)AM までに町内会館事務所へお届け願います。
次期役員 12 名は、町内会会則に則り、地蔵、中央、湖畔のブロック
ごとに設置する推薦委員会が候補者を選定し、定時総会(5/22)にて最
終決定されます。
推薦書裏面の「町内会役員候補者 推薦に当たって」をご一読のうえ、よろし
くお願いいたします。
わたしたちのまちづくりに参加しましょう

★新年行事「どんど焼き」への参加御礼

(総務部)（文教体育部）

毎年恒例の新年もちつき大会/祝賀会は、コロナ感染症対応のため開催
できませんでしたが、昨年に続き 2 度目の「どんど焼き」行事を 1 月
15 日(金)午前中、2 丁目・金仙地蔵尊境内にて開催しました。300 軒
以上のお宅から集まった正月飾りを、感染防止対策を執りつつ、延べ約
50 名の皆さんが見守る中でお焚き上げをしました。憎き感染症蔓延が
無ければ、子ども達が集まれる楽しい行事にする計画でしたが、コロナ
収束を願う静かなお焚き上げ行事となりました。周辺のお宅には煤煙や
臭いでご迷惑をおかけしました。今後、執行日時/場所/規模を更に検討
する予定です。
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★長寿社会のまちづくりアンケートの集計結果が報告されました

（会長）

継続居住研究会(市・大学・NPO・町内会)が、昨年 2 月、町内住民のみなさまにご協力いただき実
施した住民アンケートの集計はコロナ感染症の影響で遅れておりましたが、横国大建築計画研究室の
ご尽力によりこの度完成いたしました。総括すると以下のような結果でした。
１．回答状況：
配布数 2039 世帯、回答 658 世帯
→回答率：32.3％(=658/2039)
回答者数 1051 名(内 65 歳以上 73.8％)→回答率：21.3％(=1051/4940)
２．暮らしの環境について

１週間の外出日数４日以上 68％(710 名)

１年以内に転倒経験がある人 22％(230 名)

＜目的＞

買い物
85％

散歩
45％

＜場所＞

歩道
42％

通院
29％

階段
26％
(外 14/内 12)

３．福祉環境について
介護は自宅で受けたい意向が８割をしめており、家族に負担をかけずに生活できるような介護
サービスが有れば自宅中心の介護を受け、自宅で過ごしたいとの意向が強い。
４．今後進めるべき取組についての意見：（複数回答）
・食料品/日用品の購買施設誘致 ：63％
・次世代へ良好な住宅地を継承
：59％
・終末まで在宅で過ごせる仕組み ：52％
・交流拠点/サロン設置
：45％
このアンケート結果を十分参考にし、今後の町内会活動へ反映させて行く所存です。
本来ご回答いただいた皆様に直接報告書をお届けすべきところですが、経費削減のため町内会ホー
ムページへの掲載をもって報告とさせていただきます。なお、報告書全文(カラー印刷８頁)は 100 部
程度印刷しておきますので、ご入用の方は町内会事務所にてお受取りください。
ご回答いただいた町民の皆様に感謝申し上げるとともに、アンケート集計及び結果報告書作成にご
協力いただいた横浜国大、NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台、他継続居住研究会の皆様に感謝い
たします。

★「年末たすけあい募金」ご報告

(総務部)

昨年 12 月に実施した「年末たすけあい募金」集計額は 348,239 円となりました。コロナ対応下
且つ募集期間が短い中でのご協力ありがとうございました。募金額は共同募金会へ届けました。
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★福祉部からのお知らせ！

(福祉部)

皆様、お元気で新年をお迎えの事と思います。昨年は、コロナ禍で世の中や生活やの変化に戸惑う日々
でした。
“止まない雨はない！”この言葉を信じて今年も笑顔で元気に過ごしましょう。
さて、予てよりお伝えしております通り新型コロナ感染拡大予防対策のため、
◎ハローキッズ
◎元気会
◎赤ちゃんステーション
は、２月·３月ともお休みします。ご了承下さい。
尚、子育てや高齢者の生活など悩みやお困り事が有りましたら、
町内会福祉部にご相談下さい。
笑顔で頑張りましょう

★庭先での焚き火は迷惑行為！ 条例でも禁止されています (環境衛生部/防災部）
「ご近所が庭で物を燃やして、その煙やにおい、冬季は特に火災の危険を感じ困っている」との苦情
が町内会に寄せられています。県の生活環境保全条例では、原則屋外での焼却を禁止、例外として認め
られている焼却(※注)であっても、ご近所から苦情相談があった場合は指導の対象になりますので、焼
却は控え、分別してごみとしてお出しください。
(※注)庭先でのバーベキューや軽微な焚き火
冬季は庭の草木、屋外に置かれた紙類等が乾燥し、非常に燃えやすい状態になっています。軽微な焚
き火や煙草の火であっても、空き家の庭や、敷地内法面の枯草が放置されたところに火種が飛べば大き
な火災につながる危険があります。防災で有効な「念のため〇〇しておこう」という考え方はとても重
要です。ご自宅周りの「火災につながる危険」についてもう一度点検し是正しましょう。
暮しの安心安全、閑静な環境、手入れされた庭や住居、などが今泉台の住宅地としての価値を向上さ
せます。
「風致地区」にふさわしい町の維持を、それぞれが出来るところから進めましょう。

★町内会館はアルミ缶の収集場所ではありません！

（環境衛生部）

いつもアルミ缶の収集のご協力くださってありがとうございます。以前、確か子ども会で収集してい
たころ、町内会館裏の用具庫の横をアルミ缶の空き缶置き場にしていた
ことがあったように思います。
現在は、子ども会の収集は行われず、土曜日のみクリーンステーション
（ゴミ置き場）でアルミ缶の収集を行っています。また、土曜日の収集は
9 時ごろには回収が終わってしまいますので、出しそびれた方は次週まで
ご自宅で保管をお願いします。まだ、時々、町内会館の裏に持ってくる方
がいらっしゃるようですので、気づかれた方はその旨をお伝えいただける
と嬉しいです。町内会館はアルミ缶の回収場所とはなっていませんのでご
承知おきください。

★愛犬のお散歩
糞のお持ち帰り処分をお願いします

（環境衛生部）

今泉台全体を見まわしますと、以前に比べ随分愛犬の糞の処理が行われて
きています。皆様のご協力に感謝申し上げます。それでもまだ一部で愛犬の糞
を放置したままの状態が見受けられます。なお一層のご協力をお願いいたし
ます。
犬も飼い主も楽
しそう！

こういう姿が人の心を
育てるのだと思います
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★防災メモ（
「家庭の防災」その 3）

（防災部）

家庭に於ける防災の留意点、3 回目を掲載します。日頃から備えましょう。
[家の中の日常生活]
〇身に着ける三つの習慣
・寝たばこ禁止
・火の元の周囲点検（ガスコンロ・ストーブ等 1ｍ以内に物を置かない）
・火の元を消して離れる（ガスコンロ・ストーブ等）

避難時足は大切！
ケガをしないよう
に、靴や運動靴を用
意できるといいです
ね。

転倒防止の耐震金具や耐震
〇家具の設置場所
マットなどを付けましょう
・人の出入りが少ない部屋に置く。
・通路や出口に荷物･家具を置かない。
・高い家具類とベッドの配置を見直し､就寝中に倒れないように置く。
・箪笥等高い家具類がない部屋で寝る。
＊就寝時､すぐ履ける場所に靴･スリッパを置いておく。
〇窓の内側のカーテンを引く
窓が割れても飛び散らなくて安心

[家の中の出火防止点検事項]
・火気使用設備･器具の整備及び周辺の整理整頓状況
(ストーブ・電熱器・こたつ・ガス器具・アイロン・あんか・電気毛布等)
・可燃性危険物品等の保管状況
（灯油・ライター・マッチ・チャッカマン等）
・消火器等の整備状況
・その他､建物等の危険個所の状況
（避難経路の確保）
遠くの親戚より
近くの他人
[近隣との連携]
隣近所･班･地域の繋がりを深める。
・日常から声掛け･挨拶･お付き合いをする。
・隣近所の要支援者を確認する。
・誘い合って一般防災訓練や講習会に参加する。
家庭用消火器･三角巾の使い方､簡易担架の
作り方などを知ることができます
[災害時に慌てないための取り決め]
家族や必要な人との連絡先・連絡方法を決めておく。
避難先や避難行動も確認しておく。
[情報収集の仕方]
テレビ・ラジオ・電話・携帯電話・PC・タブレット…使い方の周知習得
*災害用伝言ダイヤル 171(NTT)
*災害用伝言版（携帯電話会社）
*SNS（LINE など）
*災害情報メールや災害情報テレフォンサービス
何をどのように使うかは、家族や身近な方々と相談しておきましょう。
[周辺地域を知る]
・環境から予想される災害を確認して備える。
・避難場所･避難ルートを実際に歩いて状況を確認する。
（老朽家屋･自動販売機･水路沿い･崖沿い･小さな橋など）
・自宅が土砂災害警戒区域･内水氾濫浸水想定区域に入っているか確認する。（ハザードマップ）
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★クリーンデー中止のお知らせ

（環境衛生部）

1 月 31 日（日）10 時より予定しておりましたクリーンデーは、緊急事態宣言の発令により中止と
しました。掲示板にも記してありますが、落ち葉等が多くて個人的にまたは班でクリーンデーを行う場
合、収集車は来ませんので水曜日の植木剪定材の日に班のごみ収集場所にお出しください。
尚、2 月のクリーンデーについては緊急事態宣言がどうなるかにより判断したいと思っています。

★クリーンデーと樹木桝の調査について

（環境衛生部）

現在、クリーンデーについての見直しを検討しています。前年度にも調査をしましたが、各班の活動
をさらに詳しく知るため、班長さんに班の活動場所、活動の仕方等を伺っております。長い年月の間に
高齢者が増えて活動が思いに任せない班、車の通りが多く危険な場所で活動している班などは、より良
い方向に変えていく必要があります。
また、バス道路沿いの歩道にある樹木桝については、歩道が狭くなって車いすが通り
にくい、すれ違う際一方が待たなければならない、大きな災害時の避難の場合は大丈
夫か等懸念材料になっています。今後狭い歩道にある樹木桝については、歩道として
の安全性と緑の保全の視点からその在り方を検討していきます。主にバス通り沿いの
歩道にある樹木桝にかかわる１３の班の方々には調査をお願いしました。ご協力の
ほどよろしくお願いします。

★防犯防災情報のメール配信サービス活用

（防犯・交通部）

鎌倉市では、不審者の安全安心に関する防犯情報及び台風豪雨などの防災気象情報を、携帯電話
パソコン等へ電子メールで配信するサービスを行っています。登録に必要なものはメールアドレス
だけで、氏名や住所の登録は必要ありません。未登録の方は是非登録し、最新情報を得ましょう。
鎌倉市ホームページより登録出来ます。
防災・防犯＞防犯(防災)
鎌倉市トップページ

安全 いざというときに

防災・安全情報メール配信サービス

公共物各種不具合の連絡先
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
町内の施設等の不具合を発見された場合は、お手数ですが市の下記担当部署に直接連絡してください。
よろしくお願いいたします。
〇側溝の蓋などの破損・詰まり、道路の穴ぼこ等⇒作業センター（４６－８２９３）
〇公園の照明灯を含む公園関係
⇒鎌倉市役所（２３－３０００）公園課
〇街路灯・トンネル灯・カーブミラー等 ⇒鎌倉市役所（２３－３０００）道水路管理課又は道路課
〇防犯灯 ⇒防犯灯コールセンター（０１２０－９３３－７９０）
〇交通標識等⇒大船警察署（４６－０１１０）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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