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今月の注目記事
・鎌倉市消防団（第七分団）の活動について(防災部）・・・ｐ３
・
「４丁目・井口邸」の利用(借用)を 9 月 1 日から開始します
（総務部）
・・・ｐ４

★７～９月 行事予定
月

日
25(日)
７ 26(月)
31(土)
1(日)

８

行事等
クリーンデー中止
ハローキッズ中止
（＊白山神社例大祭宵宮）
（＊祭白山神社例大）
町内会館休館(夏休み)
→9 日(月・祝)迄

月

日
４(土)

15(水)

行事等（＊未定）
＊避難訓練９:00
防災運営会議 10:00
＊緑のレンジャー
臨時役員会 13:30
元気会 13:00
赤ちゃんステーション 10:00
地区委員会 13:３０

９
11(土)

８(日)

東京オリンピック閉幕

17(金)
18(土)

23(月)

町内会館貸し出し開始予定

25(土)

班長会準備 13:00
ブロック班長会
14:00/14:30/15:00
定例役員会 15:40

26(日)
27(月)

クリーンデー10:00
ハローキッズ 10:00

24(火)
29(日)

パラリンピック開幕
→9 月 5 日(日)迄
クリーンデー10:00

★町内会館は、貸出施設のすべて（大集会室・会議室・多目的室及び洗心庵）を
7 月 22 日～8 月 22 日の間、利用停止とします

（総務）

神奈川県では、新型コロナの変異株（デルタ株）による感染急拡大を受け、7 月 22 日から 8 月 22
日まで、清川村を除く全 32 市町を「まん延防止等重点地区」に指定しました。鎌倉市が６月 22 日の
「まん延防止重点地区」から外れたことにより、今泉台町内会館の利用停止を解除したばかりでしたが、
わずか 1 か月で会館利用停止（会議での使用は可能）とせざるを得なくなりました。会館を活動拠点と
されているサークル・団体をはじめ、住民の皆さまにもご不自由をおかけすることになりました。
誠に心苦しいかぎりですが、感染予防・拡散防止のため、ご理解・ご協力
を頂きますよう、よろしくお願いを申し上げます。
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★町内活動の 再始動に向けて、注意深い対応をお願いします

（会長）

高齢者ワクチン接種の進捗を受け、町内会役員会も、9 月以降様々な町内活動の再始動、制約の見直
し等、業務遂行に向けて準備を進めていく所存です。その中で、昨年来、空き家の利活用を検討してま
いりましたが、漸く町内会館前の井口邸をお借りできることになりました。9 月 1 日より利用開始の
予定で準備を進めています。皆さまの新たな活動拠点としてご利用いただきたいと存じます。詳しく
は、町内会事務局にお尋ねください。
町内における皆様の今後の活動がさらなる発展につながりますよう、今は、より注意深い対応をお願
いいたします。

★町内会事務局のお休み

（総務部）

町内会館および事務局は、8 月 1 日（日）から 9 日（8 日山の日の振替休日）
（月）
まで、夏休みになります。
なお、夏休み期間中の町内会への緊急連絡は、所属する班の担当役員（各班長さんが
承知です）へ、その方が不在の場合は別の役員へご連絡ください。

★班長さん・地区委員さんへご案内

（総務部）

１．8 月の班長会はありません。次回の定例班長会は、9 月 25 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確保するため、班長会はブロックごとに 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。
各ブロック班長会を 20 分ずつとし、入れ替え時は混雑防止のため、会議終了後は部屋の前方から退
出していただきます。
2．9/25 当日 13 時から定例班長会の準備（資料綴じ、座席づくり）を同所で行います。この日の準
備当番は４、５地区の 10 人の班長さんです。お手伝いをよろしくお願いします。また、湖畔ブロッ
ク班長会終了後、17、18 地区の班長さん 10 名に机／椅子の片付けのお手伝いをお願いいたしま
す。
３．各ブロック班長会には、当該地区委員のご出席をお願いいたします。また、コロナの感染状況によ
っては、ブロック会議を行わず、配布資料を持ち帰っていただくだけとする場合もありますことをご
承知おきください。なお、その場合は、掲示すると共に地区委員、班長さん宛てに、メール・電話・
手紙等の方法でご連絡いたします。

★地区委員のみなさまへ

（総務部）

地区委員会を 9 月 18 日（土）13:30～15:00、町内会館・大集会室で開催します。
第 2 期、第３期の全地区委員の皆さまにお集まりいただき、町内会の各部から活動を報告し、ご協力
依頼について説明します。詳細議事については別途メールでご連絡します。対人距離を確保しコロナ
感染防止に十分注意して行いますので、是非ご参加ください。

★今月のクリーンデー(７月２５日)は
新型コロナ感染拡大のため中止となりました

（環境衛生部）

皆さんで協力してのクリーン活動はできませんが、それぞれの地域・家庭で
工夫して環境整備に努めていただければ幸いです。熱中症の危険もありますの
で無理のないようにお願いします。気になることがありましたら役員迄お申し
出ください。８・９月はクリーンデーを予定しています。掲示板のポスターに
もご注意ください。
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★鎌倉市消防団（第七分団）の活動について

（防災部）

皆さん消防団ってご存じですか？
消防署（今泉小学校の下にある大船消防署今泉出張所）の
他に、地域に密着した防災組織として、鎌倉市消防団第七分
団が、福泉のバス停の近くにあります。日常の消火活動もさ
ることながら、大きな災害時に消防署の手が回らない時な
ど、地域に密着して防災、救助活動を行います。
消防団員は、消防署員と異なり日常は別の仕事を持って
おり、いざという時のみ防災活動を行います。そのため、月
に１～２回、散在ヶ池での放水訓練などを行い、非常時に備
えています。
第七分団では地域防災に貢献する団員を募集しています。
18 歳～40 歳くらいの健康な方なら誰でも応募できます。
興味のある方は町内会事務局まで。

二人で押さえています。
踏ん張って、かっこいい
ですね！
女性の団員さんもいる
そうですよ。

★福祉・文教体育部からのお知らせ

(福祉・文教体育部)

7 月 26 日（月）のハローキッズは町内会館の利用停止により中止となります。今後もコロナ禍
で、直前で中止となる場合がありますので、ご承知おきください。8 月はいずれもお休みです。
9 月の予定
◎ハローキッズ今泉台(子育てサロン) 開催予定
日時：令和 3 年 9 月 27 日(第 4 月曜日)10：00～11：30
場所：町内会館 1Ｆ大集会室
◎赤ちゃんステーション 開催予定
日時：令和 3 年 9 月 17 日(第 3 金曜日)10：00～11：30
場所：町内会館２Ｆ多目的ホール
◎元気会 開催予定
※当分の間、お茶お菓子はお出ししません
日時：令和 3 年 9 月 15 日(第 3 水曜日)13：00～14：30
場所：町内会館 1Ｆ大集会室

久しぶりの赤ちゃんステ
ーション、
おもちゃで遊んだ
後、公園でシャボン玉。子ど
もたち仕草の一つ一つに癒
やされました。
（7 月 16 日）
ご覧ください

福祉部では活動後、今泉台町内会ホームページに写真と一緒に様子を掲載しています。

★６丁目クラブに AED を設置しました

（防災部）

皆さんの憩いの場所である６丁目クラブに、万が一の場合に備え AED（自動体外式除細動器）を設
置しました。
AED には、使用方法に関する音声ガイドがついており、音声ガイドの案内ど
おりに操作するだけで、どなたでも救命活動ができます。
（電気ショックが必要
かどうかも、AED が自動的に診断し、音声で案内します。
）使用する機会がな
い方が良いのですが、これで万一の時の安心感が少しでも増えれば幸いです。
この AED は、防災備品として鎌倉市の補助金を利用して購入した 2 台の内
の 1 台です。もう 1 台は洗心庵に設置する予定です。
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★「４丁目・井口邸」の利用(借用)を 9 月 1 日から開始します

（総務部）

今泉台 4 丁目５－１７の井口さま宅は 2 年間程度空家の状
態でしたが、この度ご厚意により、町内会住民の交流の場およ
び災害時緊急避難所として無償で利用させていただけること
になりました。
町内会はご厚意に対し、各部屋の風通し(換気)や、お庭の樹木・
草花の手入れを定期的に行い、家屋の保全に努めることでお礼
としています。
２F
【左奥に町内会館が見えています】
洋室
【ヒオウギズイセンが綺麗でした】
井口さま宅は町内会館と吉ガ沢公園のお向かいに在り、右隣は
「ケアサロン・さくら」です。
１階の８畳応接間(和室)は広い
前室(床張り)で果樹の多いお庭に
繋がり、台所＋食堂、洗面所＋浴室、トイレがあり、道路側の 6 畳洋
間は公園が目の前、2 階は、仕切りで 2 分された９畳大の洋室、広い
廊下とトイレ、吹抜けの玄関上の 6 畳洋間からは公園全体とその先の
山々が一望出来、見晴らしが楽しめるお宅です。
【台所↑と食堂↓】
利用希望者は町内会館事務局に申込み、井口邸の玄関の鍵を受取って
ください。利用後は清掃し、ごみ類は全て持ち帰ることなど基本的には
町内会館の利用に準じますが、室内に表示されている利用規定を順守
ください。時節柄、コロナ対策を行っていただくことも、町内会館利用
に準じます。
また台風接近時や集中豪雨による崖崩れの恐れから、ご自宅に留ま
ることが心配な場合は、町内会館同様に一時避難所としてご利用いた
だくことも可能です。一度下見をしておくことをお勧めします。
内覧会でアンケートに記入い
ただいています。

１階応接間 前が庭
【↑6 人掛けテーブルを配置

台所脇の庭
役員その他有志の方々と清掃いたしました】

★ひよこ公園の防災備品倉庫にテントや発電機を収納しました

（防災部）

町内会たより 6 月号でお知らせした新設の防災備品倉庫 9 号に、若干の防災備品を収納しました。
収納したのは、2.5kW のガソリンエンジン発電機（非常時にスマホなどの充電に使えます）
、防災用テ
ント、バルーンライト、非常用トイレと便座 5 セット分などです。
今後順次備蓄品を増強し、その都度どんな備品が収納されたかお知らせします。
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★大雨で砂押川の護岸が崩れました

（防災部）

7 月 1 日～4 日の大雨により鎌倉市では「警戒レベル３・４」が発令されました
この雨の影響で、白山神社バス停近く、泉橋すぐ上流の砂押川左岸の護岸が一部崩れましたが、人的
な被害はありませんでした。護岸の崩れた部分は、直ちに土嚢、鉄板、ブルーシートなどで応急補修さ
れ、当面の生活に支障のないレベルまで復旧されました。
それ以外には、今泉台の町内での大きな被害確認はありませんでした。

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。
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）
よろしくお願いいたします
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