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今月の注目記事
・「赤い羽根共同募金」ご報告「年末たすけあい募金」ご協力のお願い（総務）ｐ２
・交通・道路保全部からのお願い（交通・道路保全部）
（環境衛生部）
・・・ｐ３
・町内の防災備蓄倉庫のことをご存じですか？(防災部）
・・・ｐ４

★11 月～1 月の行事予定
月
11
12

日

行事等

月

28（日） クリーンデー10:00
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4（土） 無線訓練 9:00
防災企画会議 11:00
5（日） 防災倉庫見学会 p4 参照

日

行事等

3（月） 冬休み休館（12/28～1/3）
8（土） 新年もちつき大会（検討中）
臨時役員会 13:30

14（金） どんど焼き 8:30

11（土） 臨時役員会 13:30
15（水） 元気会 13:00
17（金） 赤ちゃんステーション 10:00

17（月） ハローキッズ 10:00
19（水） 元気会 13:00
21（金） 赤ちゃんステーション 10:00

18（土） 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

22（土） 準備 12:50
ブロック班長会×３ 13:30
役員会 15:４0
30（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（12/28～1/3）

★落ち葉掻きの季節、クリーンデーにご協力を！

（会長）

新型ウイルス感染者数が劇的に減少し、状況が一変するなか、住民の皆さまも新たな気持ちで活動
を開始していることと存じます。町内会でも会館使用に関し、停止解除、人数制限の緩和など、ほぼ
通常の使用条件に戻しました（三密回避、換気、マスク装着は継続中）。
また、10月から数ヶ月ぶりにクリーンデーも再開いたしました。そのクリーンデーでは、複数班で
受け持っている清掃箇所では担当月を間違えて参加した方がいたり、担当月であるのに班員への通知
がなかったりなど、混乱があったとの連絡がありました。班長さんには、改めて担当月の確認と班員
への通知をお願いします。
早いものでまもなく師走、木枯らしの季節を迎えようとしています。今月の
クリーンデーは通常時とは異なり、落ち葉掻きで時間を要すると思います。
できればより多くの方々にご協力いただきたいと存じます。
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★班長さん・地区委員さんへご案内

（総務部）

１．12 月の定例班長会は、12 月 18 日（土）14 時から町内会館の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 20 分ずつ行います。
湖畔ブロック（15～21 地区）14:00～14:20
地蔵ブロック（ １～ 7 地区）14:30～14:50
中央ブロック（ 8～14 地区）15:00～15:20
2．当日 13 時から定例班長会の準備（資料綴じ、座席づくり）を 19・２０・21 地区の 15 名の班
長さんにお手伝いいただきます。また、机／椅子の片付けのお手伝いは 13・14 地区の７名の班
長さんとなります。よろしくお願いします。
３．地区委員さんは、当該のブロック班長会に都合のつく限り出席いただき、班長さんへの伝達内容、
また地区ごとの課題を共有していただけますようお願いします。

★「班長引継ぎ届」提出のお願い

（総務部）

1．現在の下半期班長さんの任期は 12 月 31 日で満了です。最後の班長会（12/18 土）で、次期班
長さんへの引継ぎ書類を渡します。欠席する場合は、代理の方に資料引取りを依頼してください。
２．来年 1 月から交代される新班長の届け出は、11 月の班長会でお配りした所定の用紙に記入して、
12 月 7 日（火）までに事務局へご提出願います。班長の人選は各班に一任しております。高齢や
健康上の理由による班長職の免除や一時回避などは班内で調整してください。尚、町内会から班長
職免除、一時回避許可の書類発行もしておりますので、必要に応じてお申し出ください。

★「赤い羽根共同募金」ご報告「年末たすけあい募金」ご協力のお願い

（総務部）

１．10 月に実施しました、皆さまからの「赤い羽根共同募金」集計額は３９２，３１０円となりまし
た。ご協力ありがとうございました。募金額を共同募金会へ届けました。
２．12 月 1 日から「年末たすけあい募金」が始まります。この募金は各市区町村の社会福祉協議会が、
新たな年を迎える時期に援助を必要とする人たちの生活支援や、地域福祉を支えるボランティア団
体などの活動を支援するために使われます。今年も皆さまの温かいご協力をお
願いします。募金は班ごとに回覧する募金専用の紙袋をご使用ください。
班長さんへの回覧の戻りを 12 月 17 日（金）
、町内会事務所への募金最終受付
を 12 月 23 日（木）とします。早期回覧、回収にご協力をお願いします。

★福祉・文教体育部からのお知らせ

（福祉・文教体育部）

あっという間に 12 月。今年もままならない一年のままラストスパートとなりました。
サークルは、感染防止対策をとりながら、できる限り開催します。
寒くなってきましたが、ホットなひとときを過ごせますように。
汚れても構わない洋服
でいらしてください。
◎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 12 月 20 日(第 3 月曜日)10:00～11:30
場所：町内会館 1Ｆ大集会室
｢絵の具でクリスマスカードを作ろう！｣
11 月の各サークルの活動
次回予定 令和 4 年 1 月 17 日(第 3 月曜日)
＜ハローキッズ＞
◎赤ちゃんステーション 開催予定
かわいい手形をぺったん！
日時：令和 3 年 12 月 17 日(第 3 金曜日)10:00～11:30
小さな手形が紅葉のよう。
場所：町内会館２Ｆ多目的ホール
＜元気会＞
次回予定 令和 4 年 1 月 21 日(第 3 金曜日)
大船警察の生活安全課から、
◎元気会 開催予定
落語家がやってきました。
日時：令和 3 年 12 月 15 日(第 3 水曜日)１３:00～15:00
ちょっと間抜けな詐欺師と、
場所：町内会館 1Ｆ大集会室
心優しいおばあちゃんとのや
｢クリスマスソングや懐かしい歌を楽しく歌おう！｣
り取りが面白い。
次回予定 令和 4 年 1 月 19 日(第 3 水曜日)
＊ホームページもご覧ください。
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★交通・道路保全部からのお願い

（交通・道路保全部）
（環境衛生部）

1. 交通・道路保全部では環境衛生部と協力し、町内の生活道路、歩道などの状況を多くの方のご協力
のもと確認し、子供や高齢者の転倒などの未然防止に努めております。
しかし、最近、歩道、公園内での転倒事故が増えています。過去の町内会アンケートでも１年以
内につまづき、転倒した人約 22％のうち歩道上が 42％となっております。歩道
には、植木、植木鉢、花壇などがあり、段差のあるところもあります。特に子ども、
高齢者にはご注意をお願いいたします。
当部としても要改善場所を把握し、より安全な歩道を目指し、然るべき対応を
継続し、町内の安全と美化に努めます。町民の皆様の一層のご注意ご協力をお
願い致します。
2. 町内は緑にあふれ環境美化にとって喜ばしいの
ですが、樹木の枝などが、隣家、道路まで伸び、美
観上、安全上、問題となっております。町内会にも
改善要請が来ております。ご自宅の樹木の管理を
よろしくお願いいたします。
また、山側からの樹木のはみ出しもあり通行上
危険な箇所もあります。

道路法第 30 条及び道路構造令第 12 条では、道路上、歩道上の安全な通行を確保するため、
車道の上空 4.５メートル、歩道の上空 2.5 メートルの範囲内に障害となるものを置いてはなら
ないとしています。この範囲を建築限界というそうです。
調査を進め、11 月中に市役所担当部署と交渉し、上記 1、2 項の実際例を示し改善を要望すること
にしています。作業計画等については、改めて報告させていただきます。

★「今泉台緑地ボランティア」神奈川県都市緑化功労者知事表彰受賞！
（環境衛生部）
この感謝状は、第 32 回全国「みどりの愛護」のつどいの神奈川
県開催を記念して、緑を守り育てる運動をさらに積極的に推進して
いくため、特に著しい功績のあった団体に対し贈られたものです。
県内３１団体が選ばれました。誇らしいことです。
「今泉台緑地ボランティア」団体
は町内会【みんなでまちづくり】活動
で提案され町内会と NPO TSKI が
協働して町内の市有緑地、散在ガ池公園外周等の緑の保全のため、平
成２７年 7 月に発足したものです。主に樹木の剪定や草刈りを実施し
ています。最近では実生から育てたサクラの植栽、ヤマユリの保全等
も行っています。
皆様も（クリーンデーと共に）明るく安全・安心できる環境づくりに出来る所からご参加ください。

★愛犬のお散歩マナーを守れていますか？

（環境衛生部）

秋も深まり、木々の緑も赤や黄色へ色づく中、多くの方々が愛犬とのお散歩を楽しまれています。
マナーも以前に比べ、愛犬の糞尿の処理をしっかりされていて意識の高さを感じます。
それでも、ほんの一部で愛犬の糞尿が、個人宅の擁壁、道路、公園・緑地、樹木、電
柱等に放置されている状態があり、とても残念です。一人一人が衛生的な町内を心
がけ、自然豊かな今泉台の環境を維持していきましょう。
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★笑顔があふれたスタンプウォークラリー

（福祉・文教体育部）

11 月 14 日（日）、3 町内会(岩瀬・今泉・今泉台)合同スタンプウォークラリーが開催されました。
紅葉はまだでしたが、秋晴れの空の下、105 名の参加者があり、大盛会にな
りました。
コロナ禍で多くの我慢をしてきた皆さんが、やっと開催されたイベントに参
加できました。子供たちもたくさん参加してくれました。今泉台は、他の町内会
に比べて遠いため、全 7 カ所のポイントを回るのは、体力はもちろん、コース
選択や時間配分も考えなければなりません。そんな中、完全制覇が 15 名‼小学
生のグループから 80 代の方まで、今泉台の高台で鍛えた脚力を発揮しました。
今泉台町内会館には、上気した皆さんの笑顔が次々とゴールし、心地よい秋の
一日となりました。

★町内の防災備蓄倉庫のことをご存じですか？

（防災部）

今泉台は町への出入り口が七久保橋と明月谷の 2 ヶ所しかなく、災害時にがけ崩れなどで孤立する
可能性があります。そこで重要なのが、ある程度の孤立に耐えうる備蓄をしておくことです。個人での
備蓄をお勧めすると同時に、町内会でも 9 基の防災備蓄倉庫を持っています。町内会の備蓄倉庫は下
記のところにあります。
主に７丁目の方用

主に 2 丁目の方用
第５倉庫
1 丁目今泉駐在所裏

主に 1 丁目の方用、今年新設

第４倉庫
7 丁目クローバー
広場内

第９倉庫

主に５・６丁目の方用

1 丁目ひよこ公園内

第３倉庫
６丁目
グリーンベルト内
第１倉庫
第６倉庫

第２倉庫
第８倉庫

第７倉庫

4 丁目吉ガ沢公園内

主に３・４・５丁目・
山之内の方と町内会館
に避難された方用

今後も、倉庫の増設（2 丁目、5 丁目、7 丁目用など）を計画していますが、増設する場所の確保な
どいくつかの問題があり、早急な対応が必要です。
ところで、皆さん備蓄倉庫にどんなものが入っているかご存じでしょうか？倉庫によって入っている
ものにばらつきはありますが、基本的にはこんなものが入っています。
非常用発電機：避難場所の照明やスマホの充電などに
防災用テント：ご自宅が危険にさらされた時の一時避難用に
非常用トイレと簡易テント：ご自宅のトイレが使えなくなった時に
炊き出し用設備：カセットコンロや鍋・釜・薬缶とひととおり
当然ながら、非常用レトルト食品、飲料水、救急薬品等々
でも、まだ十分だとは言えません。
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１２月５日（日）に、町内の防災備蓄倉庫の見学会を実施します。そこで住民の皆さんに防災備蓄倉
庫にどんなものが入っているかをお披露目し、そのうえで皆さんからどんなものを備蓄すべきかの意見
を伺い、町内の防災備蓄を充実させたいと思っています。ご協力よろしくお願い致します。

見学会
予定時間

①1 丁目ひよこ公園内第 9 倉庫
（ 9:00～10:15）
②4 丁目吉ｶﾞ沢公園内、第 1/2/6/7/8 倉庫（10:30～11:45）
③6 丁目グリーンベルト内第 3 倉庫
（13:00～14:15）
④7 丁目クローバー広場内第 4 倉庫
（14:30～15:45）

★【続報】洗心庵の建替え着工時期について

（洗心庵建替建設委員会）

たより９月号でご報告した洗心庵の建替え工事についての続報です。建替建設予定地が「土砂災害
“特別”警戒地区」(以下、赤枠地区と呼称)に指定されていたことが判明し、市所管部、関係先との
確認/調整の結果、以下の対策をとることで当初の家屋設計実現への目処が立ちました。
① 建設家屋を傾斜地から極力離しバス道路に並行する位置へ移す。
② 赤枠地区内に入る傾斜地側の家屋外壁は、地面から約 2m 高までコンクリート壁に変えて、
堆積土砂に耐え得る構造とする。
上記の対策を反映した図面で建築確認の再申請を 11 月中に行い、市所管部の認可が来年 1 月中旬
に下り次第、既設家屋の解体工事に掛かり、新築工事は 1 月末着工を予定しています。新家屋建設には
約 3 カ月間を要し、竣工は 4 月末の見込みです。

★今泉台健康ウォーク活動で表彰されました

（広報部）

「今泉台健康ウォーク」代表である長谷川実さん(5 丁目)
が、鎌倉市地区スポーツ振興会協議会より、住民の健康づく
りへの貢献を評価され表彰されました。喜ばしいことです。
長谷川さんにお話を伺いました。
来年数えの 90 歳になります。60 歳で公務員を定年退職、
ボロボロの体を鍛えるべく鎌倉歩け歩け協会に入会、毎日ウ
ォーキングを日課とし歩き続け健康を取り戻しました。NPO
法人タウンサポート鎌倉今泉台(TSKI)設立と同時に「TSKI
今泉台健康ウォーク」代表として月例ウォーキングを企画、
実施。現在は町内会サークルのひとつ「今泉台健康ウォーク」
代表として活動中です(現在コロナ禍で休止)。町内の課題のひとつは「要支援者」の登録数が多いこと
です。災害時、いざというとき避難誘導に耐えうる体力づくりが問題です。そういう方々に少しでも体
力に自信をつけてもらうようなウォーキングを企画したいと思います。私の 90 歳代の社会貢献です。
長谷川実・日本ウォーキング協会専門講師（2020 年 6 月資格取得）

★町内会館のお休み

（総務部）

年末年始の町内会館事務所は 12 月 28 日（火）から 1 月 3 日（月）まで冬休みになります。
この期間中に町内会館のご利用を希望される方は、事由を添えて 12 月 17 日（金）までに事務所へ
お申し込みください。

★町内会館年間予約受付について

（総務部）

２０２２年 4 月～２０２３年 3 月までの町内会館ご利用（1F 大集会室／２F 会議室）年間予約を
受け付けております。
（町内会館登録サークル・団体の皆様には、すでに連絡済です。
）
〆切が 12 月 4 日（土）となっておりますので、申込表のご提出をよろしくお願いします。
尚、期日・時刻が重複した場合は抽選となります。また町内会行事／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を、予めご承知おきください。
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★年末年始「粗大ごみ」
「臨時ごみ」の収集・持込みについて
収 集
持込み

(環境衛生部)

年 末
電話・インターネットでの収集依頼
12 月 28 日（火）まで

年 始
電話・インターネットでの収集受付け
1 月 4 日（火）から

電話・インターネットでの持込み依頼
12 月 28 日（火）まで

電話・インターネットでの持込み受付け
1 月 7 日（金）から
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