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月～金：10:00～1２:00
13:00～16:00
土：10:00～12:00

今月の注目記事
・アフターコロナ、新たな共生の道筋を！（会長）
・・・ｐ２
・スタンプウォークラリー開催のおしらせ（福祉・文体部）・・・p2
・警戒レベル４［避難指示］で必ず避難です（防災部）
・・・ｐ３

★１０月～１２月 行事予定
月
１０
１１

日
行事等
31（日） クリーンデー10:00 衆議院投票日
大船福祉祭（特別企画）
13（土） 臨時役員会 13:30
14（日） スタンプウォークラリー9:00
15（月） ハローキッズ 10:00
17（水） 元気会 13:00
19（金） 赤ちゃんステーション 10:00
20（土） （スタンプラリー予備日）
27（土） 班長会準備 13:00
ブロック班長会×３ 14:00
役員会 15:40

月
11
12

日
28(日)
11(土)
15（水）
17（金）
18（土）

行事等
クリーンデー10:00
臨時役員会 13:30
元気会 13:00
赤ちゃんステーション 10;00
班長会準備 13:00
ブロック班長会×３ 14:00
役員会 15:40

19（日） クリーンデー10:00
20（月） ハローキッズ 10:00
28（火） 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 2７日（土）14 時から町内会館・大集会室で開催します。コロ
ナ感染防止のため、班長会はブロックごとに 3 回に分けて行います。中央ブロック（8～14 地区）
は 14:00～14:20、湖畔ブロック（15～21 地区）は 14:30～14:50、地蔵ブロック（1～7 地
区）は 15:00～15:20 です。各ブロック班長会は 20 分ずつとなります。
2．１１/2７日当日 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１０～１２地区の 1６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／椅子の片付けのお手伝いをお願いいたし
ます。
３．地区委員さんは、当該のブロック班長会にご都合のつく限りご出席いただき、
班長さんへの伝達内容、また地区における課題を共有していただけますと、大変
ありがたく思います。どうぞよろしくお願いします。
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★アフターコロナ、新たな共生の道筋を！

（会長）

ワクチン接種人口の増加、コロナ感染者数の急減少により、緊急事態宣言も解け、皆さんの活動も
活気づいてきたように感じられます。社会全体を委縮させたコロナ禍においても、今泉台ではボラ
ンティア精神に充ちた方々によるトライアルな活動も根付いてきています。そこで、今泉台の様々な
生活課題を析出しながら、活力ある未来を共有すべく、数年ぶりに住民の皆さんが自由に参加でき
る「みんなでまちづくり懇談会」を開催することとしました。今回はテーマを絞ることなく、活発な
意見交換によって新たな共生の道筋を探っていきたいと思います。特に今泉台の未来を創る子育て
世代の方々のご参加を期待しています。
⭐「今泉台 みなまち懇」開催要領
日時 2021 年 11 月 21 日（日） 13 時 30 分～15 時 30 分
会場 今泉台町内会 1 階大集会室
開催テーマ 今泉台の多様な課題克服と共生のまちづくりに向けて
長期に及んだ町内会館の一般利用停止も９月末をもって終了し、利用者数制限も解除しました。
しかし、冬場にかけて、第６波の感染拡大の恐れが払拭されたわけではありません。マスク着用、
換気、三密回避など、これまでと同様に順守をお願いいたします。

★令和 3 年度 第一回地区委員会を開催しました

（総務部）

10 月 9 日（土）
、本年度第一回地区委員会を、地蔵前・中央・湖畔の 3 ブロックに分けて開催し
ました。大勢の 2 期・3 期の地区委員さんにご出席いただくことができ、共に町づくりを考えていけ
ますことを大変心強く感じた次第です。
各ブロック 40 分という短い時間でしたが、地区委員制度の目指す
機能、期待する役割についてご説明し、また今年度より大きく変更と
なりました自主防災組織についてご理解いただくと共に、各部の活動
内容とご協力願いたいことについてお伝えしました。今回は質問や意
見交換の時間がとれませんでしたが、それらの課題は今後の地区委員
会へと繋げていきたいと考えております。

★スタンプウォークラリー

(福祉・文教体育部)

3 町内会(岩瀬・今泉・今泉台) 合同開催
秋の鎌倉を楽しもう！
家族と、友達と、誰とでもご参加ください。(低学年は保護者同伴)
開催日時： 11 月 14 日(日曜日)9：00～12：00 ＊予備日 11 月 20 日(土曜日)
受 付： 9：00～11：00 今泉台・今泉・岩瀬のいずれかの町内会館
チ
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五社稲荷神社
大長寺
西念寺
金仙地蔵尊
白山神社
称名寺(今泉不動)
散在ガ池

全 7 カ所のチェックポイント
(いくつでも可)

いくつかのチェックポイントを回ってシールを集め、
12 時までにゴールの今泉台町内会館に戻ります。
参加賞あります。
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マスク持参、体調不良時は、
参加を見合わせてください。

★警戒レベル４［避難指示］で必ず避難です

(防災部）

最近大雨などの時に発出される避難情報等が変わったことにお気づきですか？
町内の掲示板にも掲示していましたが、令和 3 年 5 月 20 日から、これまでの［避難勧告］と［避
難指示］から［避難指示］一つに統一されました。
警戒レベル 3［高齢者等避難］
警戒レベル 4［避難指示］で全員避難
今年 7 月初めの大雨（そうです、今泉駐在所の近くの砂押川の護岸
が崩壊した雨です）の時は一時警戒レベル 4 の［避難指示（全員避難）
］
が発出されたのですが、皆さん避難しましたか？
今泉台の指定避難所は今泉小学校です。でもこの時は今泉小学校の避
難所は開設されませんでした。全員避難の指示が出ているのに避難所が
開設されないって変ですよね。
実は、
「避難」といっても「避難所へ行く」という意味のみでなく「難」を「避ける」こと、即ち、
自宅が安全な場所にあれば自宅にとどまり自宅の中で安全な部屋に移動する「屋内安全確保」、
「安全
な親戚・知人宅に立ち退き避難」、
「安全なホテル・旅館に立ち退き避難」なども
含まれるのです。
皆さん、
［避難指示］が発出された時に、どんな避難をするか一度ご家族で話
し合ってみてはいかがでしょう。
因みに、今泉台の土砂災害危険個所は、インターネットで“神奈川県土砂災害
警戒情報システム”にアクセスすると地図上に表示されています。スマホなら、
右の QR コードが当該システムのものです。

★福祉・文教体育部からのお知らせ

ＱＲコード
(福祉・文体部)

緊急事態宣言の解除に伴い、各サークルが始動します！まだまだ気を抜くことはできませんが、
感染防止対策をしながら、楽しいひとときを過ごせますように。
10 月の各サークルの活動の様子は、今泉台町内会ホームページをご覧ください。
◎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 11 月 15 日(第 3 月曜日)10：00～11：30
場所：町内会館 1Ｆ大集会室
次回予定 12 月 20 日(第 3 月曜日)
◎赤ちゃんステーション 開催予定
日時：令和 3 年 11 月 19 日(第 3 金曜日)10：00～11：30
場所：町内会館２Ｆ多目的ホール
次回予定 12 月 17 日(第 3 金曜日)
◎元気会 開催予定
日時：令和 3 年 11 月 17 日(第 3 水曜日)13：00～14：30
場所：町内会館 1Ｆ大集会室
次回予定 12 月 15 日(第 3 水曜日)

★秋空の下 皆さんでクリーンデーに参加しましょう

（環境衛生部）

コロナウィルスの蔓延により実施できなかったクリーンデーも、今回は実施できそうです。
久しぶりに、ご近所の方々とご一緒に気持ちの良い汗を掻いてみませんか。ただし、皆さんの体調
に合わせてご無理のないようにお願いします。元気な姿を見せていただくだけでも良いと思います。
今年 5 月の班長会で「クリーンデーのしおり」を保存版として配っておりますが、清掃箇所が分か
らなくなってしまった、転居してきてよくわからないなどの方は、町内会事務局にお問合せください。
清掃場所が変更になったところは明月坂担当の方々だけです。
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★あなたの家の｢家族安心カード｣思い出してください！

（福祉・文体部/防災部）

先月号でもお知らせした“今泉台・家族安心カード”を、見直していただけましたか？
◎お配りしたカードは、家族の人数分コピーしてお使いください。今泉台町内会ホームページか
らのダウンロードもできます。
（ホームページのトップ 左側の「防災活動」を開くと出てきます。
）
◎説明書にある｢玄関と冷蔵庫に貼る｣シールは町内会事務局でお渡しいたします。また保存用の
密閉容器は、自宅にある物などで代用をお願いしておりますが、ご自宅に適当な容器が無い場
合には、若干の予備がございますので、町内会事務局までお越しください。
お知らせした直後、町内会事務局までお越しくださった一
部の方には、シールや容器をお渡し出来ないなど、不愉快な
思いをさせてしまいました。深くお詫び申し上げます。
その他不明な点がございましたら、町内会事務局までお問
い合わせください。

公共物各種不具合の連絡先
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
町内の公共物等の不具合を発見された場合は、市の下記担当部署に直接連絡していただくと、より
早く対応していただけます。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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