
 

 

 

 

 

 

 

 

～初夏号の内容～ 

１． 平成 24 年度総会が開催されました 

２． 今年度の予定 

３． 専門部会長からのメッセージ 

４． 初期消火訓練に参加して 

５． おくやみ 

６． すみれ夏祭りのお知らせ 

 

１．１．１．１．平成平成平成平成 24242424 年度の総会が開催されました年度の総会が開催されました年度の総会が開催されました年度の総会が開催されました    

 平成 24 年度総会が 4 月 22 日（日）に開催され

ました。当日はあいにくの天気で、すみれが丘小

学校の体育館の中で肌寒さに震えながらの総会

となりました。 

例年通り、総会の前に組長さんはそれぞれの属

する８つのブロックに分かれ、組長の役割の説明

を各ブロック会長から受け、担当分け（広報、交

通安全、体レク・子ども、環境衛生、女性・福祉、

防災のいずれの専門部会で活動するか）の話し合

いが行われました。話し合いの過程では大きな混

乱もなく、新組長さんたちは、それぞれの都合と

関心に応じて担当を決定しました。次に専門部会

ごとにわかれ、それぞれ年間でどのような活動を

行うのかについて、各専門部会長から説明を受け、

活発な質疑が行われました。各部会の役割、今年

度の活動方針・内容などは別項を参照ください。 

次いで総会がスタートし、以下のような議題に

ついて報告・審議・採決が実施されました。 

・平成 23 年度事業報告 

・平成 23 年度決算報告 

・平成 24 年度の事業計画、予算 

・役員改選 

・その他連絡事項等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当の話し合い 

 

本年度は役員の改選年にあたり、9 名の役員が

退任され、新たに 11 名の役員の就任が承認され

ました。荒牧会長は留任ですが、副会長は３名全

員が新任となりました。退任された役員には、長

い間すみれが丘町内会を支えていただきました。

心から感謝したいと思います。また、新任の役員

にはこれからご苦労をおかけしますが、どうかよ

ろしくお願いします。 

 

総会は午後 3 時半に無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の様子 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

すみれが丘だより 平成 24 年初夏号 
発行：すみれが丘町内会、取材・編集：広報部会／ホームページ・広報誌編集委員会 

あじさいの花 

１ 

すすみみれれがが丘丘  



２２２２．．．．今年度の予定今年度の予定今年度の予定今年度の予定    

平成 24 年度の町内会での行事等の予定は下の

表のとおりです（すでに４～５月の行事は終了し

ています）。会員の皆様にはぜひ奮ってご参加い

ただきたいと思います。 

主要行事等の予定 

月 行事等 

４月  

春の全国交通安全運動実施         

狂犬病予防注射 （第 2公園） 

平成 24 年度（第 37回）町内会総会 

５月 

初期消火訓練 

日赤募金（町内会費等から一括拠出） 

第 1 回町内会費集金 

７月 

夏休みラジオ体操の会 

平成 24 年度第 1 回組長会 

すみれ夏祭り（後援行事） 

９月 
第 33 回すみれが丘敬老会 

秋の全国交通安全運動実施 

10 月 防災訓練（すみれが丘小学校） 

11月 

赤い羽根共同募金 

消火器詰替・新規購入 

第 2 回町内会費集金 

年末助け合い募金 

餅つき大会  

12 月 

けやき通り清掃（11～12 月） 

すみれが丘小学校・ふれあいすみれクリーン

活動への参加 

年末パトロール 

どんど焼き用枝切り 

１月 第 28 回すみれが丘どんど焼き 

２月 平成 24 年度第 2 回組長会 

３月 
更生保護バザーとりまとめ 

第 18 回更生保護バザー 

    

３３３３．．．．専門部会長からのメッセージ専門部会長からのメッセージ専門部会長からのメッセージ専門部会長からのメッセージ    

すみれが丘町内会には以下の７つの専門部会

があります。今後の取り組み予定等を部会長から

のメッセージとしてお届けします。各部会の活動

は今年度の組長さんに支えられて行いますが、組

長さん以外でもご協力いただける方を募集して

います。行事のときなどに専門部会長さんにぜひ

お声掛けください。 

1)広報部会（古賀部会長・西副部会長）     

広報部会は、従来どおり月に 2 回、役所の広報

紙「議会だより」「県のたより」「都筑」や町内会

や学校関係、各種団体の印刷物などを町内に配布

する役割を担っています。今年度から配布作業

（すみれが丘会館での印刷物の仕分け・各組への

配布セットの作業）は第 2・第 4 土曜日になりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布資料の整理と点検（部会長が要領説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会員が組ごとに配布セットを作成 

また、引き続きすみれが丘町内会のホームペー

ジの更新管理・内容の充実、本広報誌「すみれが

丘だより」の編集・発行を通じて、町内会活動や

町内のさまざま情報の発信・交流を目指します。 

※ホームページアドレスはこちら↓ 

 http://www.sumiregaoka.com  

2)交通安全部会（盛田部会長） 

 交通安全部会は、子どもやお年寄りも安心して

暮らせる住み良い交通環境づくりを目指し、交通

事故防止に努めてまいります。 

具体的には、交通安全週間に合わせた交通安全

運動の展開を行うほか、町内で交通安全上の危険

が潜む場所のチェックや適切な対応方法（ミラー

２ 



の設置など）の検討、行政・警察への要望など行

なって行きたいと考えています。 

3)体レク・子ども部会（木口部会長・三品副部会

長） 

 体レク・子ども部会は、スポーツ（体育）やレ

クレーションなどを通じて、町民の相互の親睦・

交流や子ども達の健全な育成のお手伝いをする

ことを目指しています。 

今年は、昨年度に続き「夏休みラジオ体操の会」、

「餅つき大会」など楽しい行事を企画し、実施し

ていく予定です。山田連合町内会主催の体育関係

行事への協力も行います。また、７月のすみれ夏

祭りには、子ども神輿などの企画を通じてかかわ

りたい思います。ぜひ多くの皆様の参加をお願い

します。 

体育用具の貸し出し・保管・管理も従来と同様

に行っています。ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みラジオ体操の会の様子（平成 23 年 7 月） 

 

4)環境衛生部会（上村部会長・佐藤副部会長） 

環境衛生部会は、これまでも清潔で美しい住環

境を守るため、ごみ置き場の確認、ゴミ箱の新設、

公園清掃、けやき通りの清掃などを、町内会員、

組長さんのご協力を得て進めてきました。 

今後も環境事業推進委員、保健活動推進員、公

園愛護会の皆様とも連携し、町内の環境衛生問題、

特に分別ごみ処理のご理解と徹底に取り組みた

いと考えております。 

※４月から町内会としては資源ごみ（びん以外。

アルミ缶、スチール缶、紙ごみ、古布など）は月

曜日にお出しいただくようにお願いしています。

引き続きご協力を。 

5)女性・福祉部会（富岡部会長・石井副部会長） 

これまで女性部会は、女性ならではの視点、細

やかな気配りなどを生かして、敬老会の運営等、

町内活動をさまざまな面で支えてきました。 

一方、安心・安全の町づくりにおいては、今後

は福祉という視点も外すことはできません。そこ

で、昨年度より女性・福祉部会と名称を変え、従

来のように、女性を対象とした、あるいは女性の

視点からの活動を企画・運営するとともに、地域

における福祉活動をどのように進めたらよいか

を検討しながら取り組んで行きます。 

6)防犯部会（戸市部会長） 

 防犯部会の役割は正に‘安心・安全な町づくり’

に貢献することだと考えています。するべき事は

多々ありますが、なかでも重要なのは防犯灯（街

路灯）の維持管理です。そこで、すみれが丘の皆

さまにお願いです。防犯灯が点灯していない等の

不具合に気づかれときは、ぜひ最寄りの組長さん

に連絡をして下さい。そして、連絡を受けた組長

さんは遅滞なく「防犯灯修理依頼書」の提出をお

願いします。この機会に組長さんも全員が防犯部

会員であることを思い出して頂き、皆さまのご協

力をお願い致します。 

 定期的に発行し、各戸配布しています「すみれ

が丘防犯ニュース」には、空き巣の発生状況、被

害を未然に防ぐ方法なども随時掲載しています。

配布された際にはお読みくださいますようお願

いします。 

7)防災部会（高田部会長・林副部会長） 

防災部会は、これまで、春の初期消火訓練・秋

の防災訓練、消火器の斡旋・詰め替え事業、災害

時に備えた防災備品の購入・整備・管理などに取

り組んできましたが、昨年の東日本大震災は、町

内会として取り組むべき課題が今なお多いこと

を改めて教えてくれました。 

今後は、従来の取組みに加えて、①各家庭・世

帯における防災・減災に関する啓発活動と②地域

防災計画の立案についても、積極的に取り組んで

いきたいと考えていますので、皆様方のご支援、

ご協力を宜しくお願い致します。 

３ 



４４４４．．．．初期消火訓練に参加して初期消火訓練に参加して初期消火訓練に参加して初期消火訓練に参加して    

文責：広報部会 西浩司 

今年、初期消火訓練に初めて参加しました。自

宅近くの消火栓と初期消火箱のある場所に子ど

もと一緒に行きました。 

最初に消防団の方から、初期消火の重要性につ

いてお話があり、それから消火栓にホースをつな

いで放水するところまでを体験しました。放水で

は、水の力が強く、ノズルが上にふられてしまい

ました。なんとか抑えることができましたが、経

験してよかったと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期消火訓練の様子 

現在防災部会では、この初期消火のためのマニ

ュアルを準備されているそうです。初期消火箱の

中に保管するほか、各戸配布も検討されています。

地震など大きな災害の発生時には、消防車はすぐ

には来てくれません。そのため自助、共助が大事

なのですが、せっかくの消火箱、消火栓も使い方

がわからないのでは、いざというときに役にたち

ません。また、マニュアルでは、実際の体験に比

べ限られた知識しか得られません。初期消火訓練

は年１回しかない、貴重な機会なのだと改めて実

感しました。これからは毎年参加して、防災の意

識を新たにしたいと思います。 

なお、地図で確認すると初期消火箱は設置数が

非常に限られています。自宅から全速力で走って

も１分近くかかりますし、ホースを持って帰って

近くの消火栓につなぎ、放水するまでには５分以

上はかかるのではないかと思いました。もっと設

置数を増やす必要がありますが、敷地内への設置

についての住民の理解・協力、予算の確保、維持

管理など課題は少なくありません。 

 

５５５５．．．．おくやみおくやみおくやみおくやみ    

 平成 24 年 1 月以降、次の方々についてご逝去

のお知らせをいただきました。こころよりご冥福

をお祈り申しあげます。（敬称略） 

平成 23 年 12 月 故 赤堀 豊平 （21-2) 

平成 24 年 1 月 故 村瀬 敏夫 （28-26) 

平成 24 年 1 月 故 上野 正男 （28-7) 

平成 24 年 2 月 故 星野 静司 （6-32) 

平成 24 年 2 月 故 池嶋 哲夫 （38-10) 

 

６６６６．．．．すみれ夏祭りすみれ夏祭りすみれ夏祭りすみれ夏祭り（（（（7/217/217/217/21））））のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

すみれ夏祭り実行委員会 

「すみれ夏祭り（すみれが丘町内会後援）」も

３年目を迎えました。昨年は東日本大震災の影響

もあり中止も検討されましたが、多くの方の理解

と協力を得て、『がんばれ日本の子供たち！』を

テーマに開催され、売上金の一部を被災者等への

寄付とすることもできました。今年は「暑い夏を

吹き飛ばせ」といった気合を込めて、多くの企画

検討中です。 

開催日は昨年より約 1 ヶ月早い 7 月 21 日（土）

です。どうか町内会の皆様の温かいご支援とご協

力をお願いいたします。 

 

＜編集後記＞ 

※広報誌は年３～４回発行を目指しています。よりタイ

ムリーな情報はホームページをご覧ください。 

＊記事・記者募集！！ 

※ホームページや広報誌の記事作成、取材記者、編集委

員を募集しています。下記担当までご連絡ください。 

担当：広報部会副部長 西 浩司 

電話：594-1971、メール：info@sumiregaoka.com 
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