
 

  

 



  

【表紙の写真：左上から右下へ】 

 子どもみこし（8月）、餅つき大会（12月）、すみれが丘公園、 

紅葉のけやき通り、どんど焼き（1月）、すみれ夏祭り（7月）、 

ラジオ体操の会（7月）、敬老会（9月） 

【裏表紙の写真】 

タチツボスミレ（学名 Viola grypoceras／ビオラ グリポケラス）：日本

のスミレの中でも最も普通に見られる代表的な種の１つです。各地に

近似種が生育しますが、見分けるのは結構難しいようです。すみれが

丘でも、けやき通りのケヤキの根元や公園など各所でみることができ

ます。地下茎で越冬し、花期は 3～5月。丸っこいハート形の葉が特

徴的です。すみれが丘では、ほかにもスミレ（学名 Viola mandshurica

／ビオラ マンドシュリカ）もよくみることができます。 
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すみれが丘町内会発足 40周年にあたって 

 

すみれが丘町内会長 荒牧國弘 

 

すみれが丘町内会は 2015 年度で結成から 40 周年を迎えました。これを記念して 40

周年記念誌（以下 40年誌という）を発行することとしました。 

1995 年度に作成された 20 年記念誌によれば、すみれが丘町内会は 1975 年 7 月に発

足したとあります。この時の住民は 594世帯で、現在では約 1800世帯となっており、

緑豊かな、また賑わいのあるまちとなりました。 

今回の 40 年誌は、過去の記念誌とは一味違ったものとしました。20 年誌と 30 年誌

では過去の記録が多く残されています。40年誌は次の 10年を考慮し、健康や快適な生

活に役立つ、長く手元に置いて、活用できる情報誌としてまとめることにしました。 

第 1部では、すみれが丘町内会の概要をご紹介します。町内会部会活動とさまざまな

町内会行事をご紹介します。 

そして第 2部では、すみれか丘で活動する諸団体の活動内容、参加を希望する際の連

絡先等を記載しました。どのようなグループが身近で活躍しているのかが分かると思

います。ご興味のある方はぜひコンタクトしてみてください。 

 

さて、すみれが丘町内会には、約 40 年前に住民となられた方々から、最近にお住み

になった方々まで、幅広い年齢層があります。前者は、入居当時に 40 歳代であれば現

在は 80歳代ということになります。当時は第 1次オイルショックの後の景気拡大期で

した。横浜市では港北ニュータウン工事が始まったころで、車社会の到来を目指して、

それに合わせたまちづくりが始まっていました。40 年が過ぎて港北ニュータウンも完

成しましたが、その間に初期からの住民は退職して、年金生活に入っています。すみれ

が丘の高齢者社会の到来です。現在の 65歳以上の比率は約 23％に達しており、すみれ

が丘の初期分譲区画の住民では 50％以上になっています。 

このようなことから、すみれが丘町内会では、高齢者社会における高齢者交通安全対

策を検討し、区役所にいろいろと要請を行っています。例えば、「ケヤキ通りのバス停

のベンチの設置」。2015～2016年度にはバス停の数か所でケヤキが伐採されたのち、ベ

ンチの設置と横断防止柵の設置が行われます。「バス停の屋根設置」。高額の費用が掛か

るものではありますが、バス会社に設置をお願いしています。「まちの中の休憩用のベ

ンチの設置」。数か所にベンチを置いてもらえるよう、区役所に検討してもらっていま

す。「歩道の改善」。メイン道路の歩道が車の出入りのために削られて、デコボコ斜めに

波打っており、車イスの走行が困難です。時間はかかるでしょうが、区役所に改善の検

討をお願いしています。「第 1公園の緑道延長」。以前から区役所の支援をお願いしてき

ましたが、2016年に着工されました。 

 

一方、新しい力が生まれています。すみれが丘町内会では、5年前に伝統の盆踊り大



 

 

会をやめました。約 4日に渡る炎天下での作業が、高齢化が進む役員・組長さんたちに

は負担が大きくなったからでした。ところが、すみれが丘小学校の父兄から盆踊りに代

えて、校庭を使って「夏まつり」として開催したいとの申し出がありました。現在では

皆さんもご存知のように、約５千人もの来場者がある大きな祭りになりました。すみれ

が丘小学校おやじクラブやおかんの会を中心に企画・運営され、最後には花火まで打ち

上げられるようになり、素晴らしい祭りへと発展しました。 

このようなことを契機に町内会では、まだ現役でお勤めの方々にも町内会への参加を

お願いし、約４年前からは役員の半数が現役世代となるまでの若返りに成功しました。

一方で、それ以外の役員の方は高齢化が進んでおり、団塊世代の退職者の方にも参加を

お願いしていますが、あまり成功していません。町内会では幅広い年齢層、現役・退職

者等立場の異なる方の参加が望まれます。このままでは町内会の機能が十分維持でき

なくなる恐れもあります。町内会機能の一部の他機関や他グループへの移転なども検

討事項ですが、会員の皆様におかれましては、ぜひ役員あるいは可能な時に支援してい

ただけるボランティアとして町内会運営に参画をお願いしたいと思います。 

 

平成 28年（2016年）2月 

 

●町内会長の専用メールアドレス 

 sumire-kaicho@sumiregaoka.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 すみれが丘町内会の概要 
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１－１ すみれが丘町内会の概要 

 

 

すみれが丘町内会は、2016 年 2 月時点で 1,180 世帯（すみれが丘の全世帯数の約

2/3）が加入する、横浜市都筑区すみれが丘地域の町内会です。1975 年（昭和 50 年）

に正式に発足し、以来さまざまな活動を続けています。設立からの詳細な経緯は、「す

みれが丘 町内会発足 20周年記念誌」及び「30周年記念誌」（町内会のホームページ

でご覧になれます。また、冊子はすみれが丘会館で閲覧できます。）をご覧ください。

主なできごとや行事は資料（p85）を参照ください。また、「郷土読本すみれが丘」（昭

和 60年発行）も、すみれが丘の町が宅地開発された頃の街の様子などがわかる貴重な

資料です。小学校の歩みのほか、植物や鳥などの自然や人々の暮らしの様子、地域の

歴史、伝統的な行事の紹介などもあり、機会があれば、ご一読されることをお勧めし

ます。図３には、すでに多くの会員はご存知とは思いますが、町内にある主な施設や

町内の景色を地図上に示しました。 

       

20周年記念誌       30周年記念誌      郷土読本すみれが丘 

※20、30 周年誌はすみれが丘町内会ホームページでもご覧いただけます。 

＜すみれが丘の世帯数、人口の推移＞ 
 

すみれが丘の世帯数、人口及び年齢別人口の推移を、都筑区総務課統計選挙係お

よび横浜市統計ポータルサイトよりみてみます。なお、各年の値は 3月末時点です。

例えば 1975年は 3月 31日時点のデータです。このデータから、以下のようなこと

がわかります。 

・40 年前の開発当初 10 数年間で、世帯数・人口が急速に伸びた。その後も伸びは

鈍化しているものの、今なお世帯数・人口ともに増え続けている。 

・一世帯当たりの人数は、1980 年の 3.73 人をピークに年々減少している。核家族

化・高齢化が進展していると推測される。 

・男女比をみると、これまでは若干男性が多かったが、2015年 3月末で逆転し、女
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性の方が多くなった。高齢化の進展によるものと推測される。 

・高齢化は年々確実に進み、2015年 3月末現在 65歳上の比率（高齢化率）は 22.6％

に達した。 

（高齢化率の参考値：都筑区 15.3％ 横浜市 23.8％ 全国 26.0％） 

・40 年前のすみれが丘の開発当初、15 歳未満の若年層が 35％を占めていたが、現

在では 15～17％程度で推移している。2015年 3月現在では 15.9％である。 

（若年層割合の参考値：都筑区 17.3％ 横浜市 12.0％ 全国 12.8％） 

・全国や横浜市との比較では、まだまだ若い地域であると言えるが、都筑区の中で

は若年層の減少及び高齢化がやや進んでいる地域となっている。 

・平均年齢は男性 41.8歳、女性 43.8歳で、全国平均より 2.5歳若い。 

 

 

図１(1) 40 年間の世帯数、人口の推移 

 

表１ 近年のすみれが丘の人口の男女比率 

年度 総数 男性 男性比率 女性 女性比率 

2013  4,333 2,185 0.504 2,148 0.496 

2014  4,438 2,227 0.502 2,211 0.498 

2015  4,471 2,233 0.499 2,238 0.501 

 

 

 

 

 

1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

世帯数 9 588 968 1105 1255 1460 1,489 1,655 1,711 1,796

人数 32 2194 3511 3915 3983 4063 3,965 4,246 4,348 4,471
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図１(2) 40 年間の年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

1-1-1 すみれが丘町内会の組織 

 

すみれが丘町内会は図２に示すとおり、関連組織等と連携して、さまざまな活動を

運営しています。各専門部会の具体的な活動内容等についてはｐ17以降をご覧くださ

い。 

 町内会の会員はそれぞれの所属する組から毎年組長さんを選出します。総会は会員

による町内会の意思決定の場ですが、総会には組長さんが出席し、各組の代表として

議決等を行います。会則及び総会の決議にしたがって役員会及び専門部会やその他の

委員会が町内会のさまざまな運営・活動を行います。毎月開かれる役員会には、会長、

副会長、総務、会計、監事、ブロック会長、専門部会長（会則第５条に規定される役

員）のほか、専門部会の副部会長、顧問、図２に示す関連組織等の中からその関係者

が参加しています。 

  

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

65上 64 121 162 220 313 479 692 912 1009

15-64 1368 2273 2762 3063 3141 2894 2866 2692 2750

0-14 762 1117 991 700 593 592 688 744 712

高齢化率 2.9% 3.4% 4.1% 5.5% 7.7% 12.1% 16.3% 21.0% 22.6%
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 ※１ 役員会にオブザーバー参加します。 

 ※２ 会館管理人に管理を委託しています。 

※３ 多目的広場管理事務局長に管理を委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 町内会関連組織図  

             町内会総会 

横浜市委嘱委員等 

・民生・児童委員※1 ・横浜市ｽﾎﾟｰﾂ推進員 ・横浜市青少年指導員 

・環境事業推進委員 ・保健活動推進委員 ・主任児童委員 

・消費生活推進員 ・防犯指導員  ・交通安全指導員 

・都筑少年補導員 ・明るい選挙推進員 ・家庭防災員     →p66 

・防犯協会・防犯指導員 ・地域防犯連絡員 

専門部会 

・防災部会 

・防犯部会 

・交通安全部会 

・福祉部会 

・環境・衛生部会 

・体レク・子ども部会 

・広報部会 

会館運営委員会※2 

多目的広場管理運営 

委員会 

公園愛護会 

すみれ会※1 （すみれが丘老人会） 

地域防災拠点運営委員会 

都筑区連合町内会、山田連合町内会（p5参照） 

行政（都筑区、消防署・消防団、警察署等） 

選出 

役員の選出 

加盟・連携 

連携 

すみれが丘町内会 
町内会会員 

８ブロック 

73（75）組長 

役員会 
 

（出席者） 
役員：会長、副会長、総

務、会計、監事、ブロック

会長、専門部会長 

 
その他：専門部会副部会

長、顧問、関連組織等の関

係者※１ 
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＜山田連合町内会とすみれが丘町内会との関係＞ 
 

都筑区には 100近い町内会や自治会があり、横浜市や都筑区役所が連絡やお願

い、そして地域住民の意向確認をするには多すぎます。そこで、隣接する町内会や

自治会をまとめて、15の連合町内会を構成しています。 

すみれが丘町内会は、北山田町内会と南山田町内会と連合を組み、「山田連合町内

会」（山田連町）を構成しています。山田連合町内会長は毎月開催される「都筑区連

合町内会自治会定例会」に出席して、市と区との調整・意見交換・連絡・依頼事項

などの伝達を受けています。 

都筑区連合町内会長は、月一回の定例会のほか、都筑区や横浜市関連の行事に参

加します。また、都筑区にあるたくさんの協議会・委員会にメンバーとして加わ

り、それぞれの議事に参加します。その一部を挙げますと、「都筑区ふるさとづくり

委員会」、「都筑区交通安全協議会」、「都筑区防犯協会」、「暴力団追放推進協議会」、

「都筑区体育協会」、「クリーン・ヨコハマ３Ｒ夢推進会議」などがあります。 

山田連合町内会は、会長（任期 4年の輪番制）の他に二人の副会長（残りの町内

会長）、総務・会計・監事が幹事となり、代議員として各町内会より 6名の役員が参

加しています。毎年 5月に総会を開催し、年度計画と会計決算報告そして次年度計

画と予算の審議・承認を頂くことになっています。3つの町内会がそれぞれ規模も

大きいため、なかなか合同での行事は難しいこともあり、実際の年度計画に挙げた

事業等の実施は各町内会が責任をもって行うこととなっています。例えば、要援護

者支援事業については、助成金は区より頂き、これを 3つに等分して、各町内会で

必要な支出を行い、山田連町に報告することとなっています。 

毎月末には、都筑区連合町内会定例会の結果を受けて、山田連合町内会定例会が

北山田公民館で開催され、情報伝達や意見交換を行います。この定例会には都筑区

役所の地域振興課関係者も出席します。すみれが丘町内会では、この定例会の結果

や定例会での連絡事項等はまとめて役員会で報告するほか、町内に回覧でお知らせ

しています。 

山田連町として主催する定例の会合には、「地域懇談会」、「地域のつどい」などが

あります。前者は福祉保健計画並びにその推進につき検討し、民生委員さんや保健

活動推進さんの代表も参加します。後者は連町総会の後に開催され、その年の都筑

区の事業計画などの説明を受けます。 

 今後山田連町では、山田地区社会福祉協議会との連携をさらに大切にし、さまざ

まな活動の活性化を図りたいと考えています。 
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図３ すみれが丘の 

すみれが丘小学校 

川崎市との境界の道 

ぞうさん公園（第二公園） 

第五公園 

パンダ公園（第三公園） 眺めのよい場所 

第四公園 
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風景と主な施設の場所  

すみれが丘第一公園 

けやき通り 
すみれが丘会館 

防災倉庫 

北山田小学校 

コミュニティハウス 
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1-1-2 すみれが丘会館等の施設 

 

 

ここでは、町内会が保有・管理している主な施設や機材をご紹介します。 

 

① すみれが丘会館 

●所在地 ：すみれが丘 37-28（図３参照） 

●利用状況：さまざまな町内会活動（役員会等の会議、部会の活動、広報作業など）

や、地域の方の利用（習い事等の会場、懇親の場など）に供されています。 

利用方法：資料（p78-p82）に記載した「町内会館運営要綱」及び「すみれが丘会館使

用規定」のとおりです。 

●設備等 ：１階には冷蔵庫もあり流しなどの厨房施設、トイレがあります。入って

左手の洋室には机や事務用品、資料保管庫があり、少人数の打ち合わせや広報の作業

などが行われています。また、AEDが備え付けられています。１階奥には和室があり、

お稽古事等に利用されています。押入れには、子ども神輿などの機材も保管されてい

ます。２階は全面１つの部屋になっており、ピアノや映写スクリーン、黒板、会議机

や椅子が置かれています。ここで組長会や役員会等の会議が実施され、第２部で紹介

するさまざまな団体の活動場所ともなっています。２階の保管庫には、それらの団体

が使用する機材が主に保管されています。 

●問題点 ：昭和 55年（1980年）に建設され、2015年で 35年が経過しました。近年

雨漏りも発生しており、適宜修理を行いながら維持管理を進めています。やや大きな

補修等は総会で予算化して実施しています。なお、建て替えの必要性も認識されてき

ており、以前から積み立てを行うなどして備えられています。実際の建て替えには、

市の補助等の資金面のほか、町内会の法人格の問題などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関                  厨房（１階） 

 

 

 

 

           ＡＥＤ（１階）           子ども神輿（１階） 
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② 防災倉庫 

●所在地 ：図３参照 

●利用状況：災害発生時に必要となる資機材のほか、さまざまな町内会活動のための

資材機材が保管されています。 

●管理方法：防災部会などの役員が管理しています。普段は鍵がかかっています。 

●機材等 ：３つの保管庫にさまざまな機材が保管されています。テントや車いす、

飲料の貯留用タンク、トイレ用品等の災害発生時を想定した備蓄が少しずつ進められ

ています。どんど焼き用の鳥居や椅子、スコップ等の日常の作業や定例行事に用いる

機材も保管されています。 

●問題点 ：町内会で備蓄できる資機材は限りがあり、災害発生時には十分ではない

ことから、主に消耗品は各家庭での備蓄が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災倉庫                  

１階洋室：広報の配付作業、各種会合に利用さ

れています。AED もここに保管されています。 

１階和室：各種の会の活動等に利用され

ています。子ども神輿や太鼓保管されて

います。 

２階洋室：組長会、役員会等の各種会合、団体

の活動等に利用されています。ピアノや映写ス

クリーン、会議机、椅子などを完備。 
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１－２ すみれが丘町内会の各種行事等 

 

すみれが丘町内会の主要な行事のおおよその年間スケジュールは表２のとおりです。

年によって実施時期は変わることがあります。このうちの多くは各専門部会で企画、運

営し、他の役員も協力しています。一方、専門部会が担当ではない行事がいろいろあり

（表２の下線部分）、その運営は役員が分担・協力して行っています。ここではその主

なものをご紹介します。p17以降（１－３）には各部会の運営する行事の紹介がありま

すので、参照してください。 

表２ 主要行事の年間スケジュール 

月 行事等（担当専門部会） 

４月 
春の全国交通安全運動、交通安全看板の設置（交通安全部会） 

総会 

５月 
初期消火訓練（防災部会） 

健康・福祉勉強会（福祉部会） 

６月 
ブロック組長会（第 1回）【各ブロックで適宜日程調整して実施】 

社会福祉協議会賛助会員募集 

７月 

広報誌「すみれが丘」夏号発行（広報部会） 

組長会（第 1回） 

健康・福祉勉強会（福祉部会） 

夏休みラジオ体操の会（体レク・こども部会） 

８月 すみれ夏祭り（後援） 

９月 すみれが丘敬老会（福祉部会） 

10月 
自転交通安全講習会（交通安全部会） 

防災拠点訓練（防災部会） 

11月 
赤い羽根共同募金 

消火器詰替・新規購入あっせん（防災部会） 

年末助け合い募金 

12月 

けやき通り清掃（環境衛生部会） 

ブロック組長会（第 2回） 

すみれ小・ふれあいすみれクリーン活動参加 

餅つき大会（体レク・こども部会） 

年末パトロール 

１月 すみれが丘どんど焼き 

２月 
組長会（第 2回） 

広報誌「すみれが丘」冬号発行（広報部会） 

更生保護バザーとりまとめ 

３月 更生保護バザー 

年間 公園清掃（環境衛生部会） 
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1-2-1 総会 

 

 

 「総会」は、すみれが丘町内会の運営等について決める重要な場です。通常年度初め

の４月中下旬の日曜日の午後に行います。 

 その年度に各組で選ばれた組長さんが、代表として参加されます。 

総会に先立って、各組長さんには、担当する専門部会をどれにするか選んでいただき

ますたが、その決定の話し合いはブロック会長の進行のもと、話し合いで調整されます。

担当が決まると、各部会に分かれて、当該年度に担当いただく各種のお仕事、行事の内

容等の説明を受けます。 

その後総会が始まります。おおよそ、前年度の事業・決算報告、当年度の事業計画・

予算の審議、採決などが行われます。役員改選も総会での審議事項です。また、町内会

館の整備の計画など、町内のさまざま

な課題についての質疑応答、意見交換

も行われます。 

最後に組長さんへのその他の説明

や来賓挨拶を経て、おおよそ午後 4時

頃に閉会となります。総会の内容、決

議事項は、議事録にまとめ公開（各戸

配付）しています。 

 

総会に先立つ組長さんの所属部会決め 

 

 

 

1-2-2 ブロック組長会 

 

 

 すみれが丘の町内会では、ブロック制が敷かれています。これは町内の 75 の組を８

つのブロックに分け、それぞれで役割分担をして公平化を図るとともに、ブロック内の

複数の組にまたがる問題に対処すること等が目的です。ブロック会長は、会則第６条の

６に基づき、各ブロック内の組長さんのサポート役として活動する役員です。 

 「ブロック組長会」は比較的最近始められた活動で、ブロックごとに組長さん及びブ

ロック会長が集まって意見交換を行うというものです。各ブロックで年１～２回実施

されています。総会や組長会だけではなかなかわからない組長さんの役割やご近所の

問題などの共有を行い、必要に応じブロック会長を通じて役員会や総会にも伝え、町内

会全体の運営にも反映させるものです。 
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図４ ブロックの区分 

 

 

すみれが丘の各組が 2015年現在どのブロックに含まれるかは、表３のとおりです。

組番号は番地に対応しています。なお、会員世帯の数は年によって変動しますので、

定期的に各組の世帯数を見直ししています。組番号に枝番があるのは、世帯数増に伴

い１つの組を分けたりした結果です。できるだけ均等になるように考えていますが、

すぐには調整が難しい場合もあり、会員のご理解をお願いしています。 

 

表３ ブロック別の組番号 

ブロック 

番号 

組番号 

１ 1-1, 1-2, 2, 3-2, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2 

２ 23-1, 23-3, 24-4, 25-1, 25-2, 38-1, 38-2, 39 

３ 36, 37-2, 37-3, 40, 41, 42-1, 42-2, 43-1, 43-2 

４ 16, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 33-1, 33-2 

５ 10, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 14-3, 15-1, 15-3, 15-4 

６ 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 9-1, 9-2, 17-1, 17-2, 17-3 

７ 4-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 18-1, 18-2, 19-1, 19-2 

８ 26-1, 26-2, 27-1, 27-2, 28-1, 28-2, 35-1, 35-2, 35-3, 
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1-2-3 組長会 

 

 

 組長会は、年２回（７月と２月）

にすみれが丘会館で実施されて

おり、全組長さんに集まっていた

だき、意見交換を行う場となって

います。 

７月の第１回組長会では、４月

に就任された新組長さんへのフ

ォローアップを行うほか、防犯や

防災など町内会活動に関わる話

題の提供（外部から講師を招くこ

ともあります。）、地域が抱える問

題点の説明、専門部会活動の報告等があります。その後地域のさまざまな問題について

話し合いを行います。 

２月の第２回組長会では、主に１年間の組長さんとしての活動を踏まえ、今後の町内

会活動に関する意見交換を行います。なお、組長会の内容は議事録として公開していま

す。 

 

 

1-2-4 役員会 

 

 

 役員会は、規約第 12 条のとおり、町内会のさまざまな事業その他の重要な事項につ

いて審議し、承認、決定する場です。 

原則毎月１回、第一土曜日の 19 時～21 時に（毎回約 30 名が出席）に開催されてい

ます。また、役員会の運営を行う事務局メンバー（会長、副会長、総務、会計）が毎月

１回、役員会の前に準備会合を行っています。 

役員会では、町内会の運営や町内外でのさまざまな行事の調整、区役所等からの連絡

事項など、多様な議題について議論しています。 

 

 なお、役員会のメンバーの氏名、連絡先は、毎年総会後に会員に配付する名簿に記載

しています。すみれが丘町内会の会長、専門部会長などの役員に連絡をとりたい場合は、

名簿をご覧ください。急ぎでないお問い合わせ等は、下記のメールアドレスも活用くだ

さい。 

 

●役員会への連絡用メールアドレス ： info@sumiregaoka.com 
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役員会の様子 

 

 

役員について 
 

 すみれが丘では、規約に基づき役員は総会で選ばれますが、その候補（立候補）に

ついては、会員の中から有志を募るという形で進められてきました。いろいろな問題

（候補者選びに難航することが少なくなく、役員を長く務めていただくことが多く

なっています。）を抱えながらも、今のところ例えば持ち回りや抽せんのような機械

的な方法は用いていません。 

 各役員は地域に愛着をもち、自分たちの住む街を良くしていこうと皆思っておら

れます。毎年組長会での意見交換やアンケートの結果をみますと、そのような意識を

お持ちの方は、すみれが丘にはとても多いと感じられます。 

 今後も役員などさまざまな形で地域への貢献をいただけそうな方は、ぜひご連絡

をください。それぞれの得意分野、可能な時間や労力の範囲内でお力をお貸しくださ

い。 
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1-2-5 どんど焼き、その他の活動 

 

 

① どんど焼き 

どんど焼きは、すみれが丘町内会の行事の中

でも、組長さん、役員が総出で行う最大のイベン

トの１つです。正月明けの第二日曜日に開催し、

毎年多くの近隣住民の方に来場いただいていま

す。2015年が 30回目の開催でした。 

すみれが丘公園・多目的広場で実施され、点火

は午前 10 時となっています。会員が持参するしめ飾り、門松、書初め、お守り等は枯

れ枝等と一緒に燃やされます。また、町内会で準備した福枝が配られます。 

 

 
 

【どんど焼き】とは 

 正月神を送り出し全ての悪魔を追い出す火祭りです。 

 すみれが丘のどんど焼きは中川地区で昔から伝わっている方式に準じて行い、孟宗竹で五

本の柱を作り、暮れに使った煤払いの竹や正月のしめ飾り、書初め、お守り等を持ち寄り、木

片、枯枝を中心に積み重ね、お神酒をかけてから火をつけます。 

 お餅を付けた木の枝をこの火にあぶって食べると一年中風邪を引かないと言われ、残った

木の枝を持ち帰り、家の周りに立てると魔よけにとか、カマドを叩くと火難にあわないとも

伝えられています。 

 



16 

 

②その他の活動 

 年間行事スケジュールにあるよう

に、募金活動や選挙など行政への協力

も行っています。これらは役員が分担

して行い、負担が偏って過重なものと

はならないように調整しています。 

また、すみれ夏祭りが始まるまで

は、盆踊り大会を町内会の主催で実施

していました。組長さん、役員への負

担が大きかったことから、現在は実施

されていません。 

このほか、テーマを絞ったプロジェ

クトチーム活動も取り入れています。

例えば、近年では町内会活動をよりよ

くしていくための「見直し委員会」（2009～2011

年）を設置し、さまざまな改善提案を実施しま

した。そのうち、ホームページ開設、広報紙の

発行などが実現しています。また、すみれが丘

の住宅地としてのあり方を議論した「まちづく

り委員会」（2006～2009 年）の企画・運営など

も行いました。さらに、すみれが丘の全世帯の

1/3 は町内会には入っていないことから、会員

加入促進活動も進めています。 

近年町内会では、東日本大震災を契機とし

た防災活動の強化のほか、特に挨拶運動に力

を入れて進めています。これは、住民同士が

よく挨拶を交わす町では、犯罪がきわめて少

ないと言われていることから、子どもたちや

会員が安心して明るく暮らせる町を目指そう

いうものです。ぜひ会員の皆さんにも挨拶を

交わす運動にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009年まで実施されていた盆踊り大会 

挨拶運動ポスター 
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１－３ すみれが丘町内会の部会活動 

 すみれが丘町内会の年間行事は、役員（部会長、副部会長）及び組長で構成する７つ

の部会が計画・運営しています。ここでは各部会の概要や活動内容を紹介します。 

 

1-3-1 安心・安全なまちづくり（防犯、防災、交通安全） 

 すみれが丘町内会では、東日本大震災を契機に近年特に安心・安全なまちづくりを目

指してします。これを中心になって担っているのが防犯部会、防災部会、交通安全部会

です。ここではこの３つの部会の活動を紹介します。 

 

① 防犯（防犯部会） 

 

 

 すみれが丘を含む都筑区や横浜市では、ほぼ毎日どこかで犯罪が発生しています。す

みれが丘の町内でも、頻度は低いとはいえ窃盗等の犯罪が過去に何度も発生していま

す。防犯部会では、そのような犯罪に会員が巻き込まれないよう支援する活動を行って

います。具体的には、以下のようなものがあります。 

① 防犯灯の管理 

② 犯罪に関する各種の情報の伝達（防犯ニュース） 

③ 防犯に関する普及啓発活動（ポスター掲示等） 

④ ボランティアによるパトロール活動（ワンワンパトロール等との連携） 

⑤ 行政・警察組織との意見・情報交換 

 なお、毎年の組長さんは、すみれが丘町内

会の防犯部会以外のいずれかの部会に所属

して町内会活動に参加していますが、全員が

防犯部会も兼務し、すみれが丘の防犯にご協

力いただくという体制をとっております。 

他の部会とは異なり、防犯部会では何か特

別なイベント等を行ことはあまりありませ

んが、防犯灯（近年の LED照明への置換で交

換頻度が減りました。）の異常の点検、何か問

題があった場合の連絡等の日々の重要な役

割を担っています。 

 会員の皆様におかれましても、ぜひ防犯に

関する意識を高く持っていただき、施錠の強

化、死角を失くす工夫、声掛け・挨拶運動へ

の参加等をお願いしたいと思います。 

  

防犯の啓発ポスター 
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② 防災（防災部会） 

 

 

防災部会は、初期消火訓練、秋の防災訓練、防災備品の管理・充実などの活動、各家

庭・世帯における防災・減災に関する啓発活動を行うとともに、地域防災計画の立案な

ど担っています。防災は町内会活動の最重要課題の１つですが、いつ発生するかわから

ない災害への備えに対しては、部会でできることはごくわずかで、会員の皆様方の準備

が極めて重要です。防災訓練等に積極的にご参加いただき、災害への備えについて理解

を深めていただきますようお願いします。主な年間の活動は下記のとおりです。 

４月 防災部会組長顔合せ、防災マニュアル更新（下記参照） 

５月 初期消火訓練（下記参照）・防災マップ更新 

９月 防災部会組長会・防災倉庫点検 

10月 防災拠点訓練（下記参照） 

11月 消火器・防災備蓄品販売会 

２月 要援護者名簿整理（民生委員と連携） 

３月 防災備蓄品更新作業 

※このほか防災倉庫の備品の購入等の管理を日常的に実施。 

 

＜防災マニュアル＞ 

 すみれが丘町内会の防災マニュアルは、横浜市が 2011 年 3 月 11 日に発生した東日

本大震災での課題等を踏まえ改定した「地域防災拠点開設・運営マニュアル」に準拠し

て作成しています。すみれが丘町内会では災害発生時に各組長が要援護者の安否確認

を行いブロック会長または地域防災拠点に報告して確認するというルールになってい

ます。防災マニュアルは町内会公式ホームページでも閲覧できます。もしもの時にも慌

てずに落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。 

すみれが丘町内会ホームページアドレス http://www.sumiregaoka.com 

 

＜初期消火訓練＞ 

ゴールデンウイーク明けの土・日に

「初期消火訓練」を行っています。町

内の消火栓と消火箱（ホース格納箱）

の位置を確認するとともに実際にホ

ースをつなぎ放水を体験するという

訓練で、例年多くの皆さんが参加され

ます。図５には、すみれが丘にある消

火栓と初期消火箱の位置をしめして

います。いざというときにために、こ

れらの場所を確認いただけますよう、

お願いします。 



19 

 

＜防災訓練＞ 

 10 月の土日に「防災訓練」を行っています。数年前からはすみれが丘小学校が地域

防災拠点に位置付けられていることから「地域防災拠点訓練」として、発災時を想定し

てすみれが丘小学校に防災拠点を開設する訓練も同時に実施しています。 

ＡＥＤの使用訓練、水消火器による放水訓練、防災資機材の使い方等、参加者の真剣

な表情から防災意識の高さが伝わってくる大変有意義な訓練です。また、炊飯訓練によ

るおにぎりやカレーの試食、更にはポスターコンクールの表彰式等、防災に関する様々

なアイディアにより年々グレードアップしています。 

皆さんも防災訓練にどうぞご参加ください！このほか、すみれが丘の防災に関するお

問い合わせは、防災部会までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AED、心臓マッサージ体験        水消火器の使用訓練 

 

 

 

 

 

 

すみれ小児童作成の防災訓練ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●災害時に断水になってしまったら・・・？ 

 給水車は数が少なく、すぐには来てくれません。す

みれが丘から最も近い災害時給水所は牛久保の配水

池です。下記の給水訓練時の写真（2014年）をいざと

いう時の参考にしてください。 

 

配水池は普段は施錠されてい

ます。災害時に水道局職員が鍵

を開け、水質を検査します。 

ペットボトルやタンク

をカート等で持参。落ち

ないようしっかり固定。 

給水栓から水を

もらいます。 
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図５ すみれが丘の 初期消火箱 

いざというときのために、お近

くの消火栓と初期消火箱の場

所をお確かめください！ 

  消 

  消 

  消 

  消 

  消 

  消 

横浜市防災備蓄倉庫 
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消火栓と初期消火箱の設置位置  

  消 

：消火栓 

：初期消火箱 

  消 

  消 

  消 

  消 

  消 

  消 

  消 

防災倉庫 
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③ 交通安全（交通安全部会） 

 

 

交通安全部会は、すみれが丘地域の交通安全を推進し、子どもから高齢者まで交通事

故の無い安全安心で快適な町づくりを目指して活動しています。 

町内会のすべての皆さんに交通安全の思想を知ってもらい、思いやりのある交通安全

マナーの実践を習慣づけるために、皆さまに適宜情報提供を行うとともに、都筑警察署

はじめ関係団体のご協力を頂き、毎年交通安全講習会を実施しています。 

講習会では交通ルールの学習と共に自転車の実技講習も行っています。 

交通安全標識・表示の整備についても点検し、不備があれば都筑警察署や都筑土木事

務所に相談しています。また独自に交通安全看板やのぼりを設置しています。 

すみれが丘小学校や PTA の皆さんとも一緒になって交通安全啓発活動に取り組んで

いきたいと思っています。 

皆さまと共に地域の交通安全環境の改善を進めていきたいと思います。 

宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車講習会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全講習会の様子 
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＜すみれが丘地区の交通危険地区＞ 
すみれが丘地区の道路は、40年前に丘陵地に宅地開発されました。そのため、 

①坂道が多い 

②細い道が多い 

③曲がった道が多い 

など通行に注意を要する危険箇所が沢山あります。 

下記に、交通事故が起きている交差点や場所を「事故危険箇所」としてプロット（×

印）してみました。これらの「事故危険個所」を通行する際は（車、自転車、歩行いず

れの場合でも）、どうか十分にご注意願います。特にけやき通りの坂道では、歩道を走

行する自転車と歩行者が接触することもあり、ヒヤリ、あわやという場面は頻発してい

ます。自転車や車で通行する皆様はどうか徐行をお願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

図６ すみれが丘の交通危険個所 

 

※日吉元石川線の交差点はいずれも交通量も多く危険です。横断の際には必ず一時停止し

左右を確認してください。 

※西通り、けやき通りも坂が多く危険です。横断は横断歩道のあるところで、十分左右を

確認してから渡るようにしてください。 
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1-3-2 すみよいまちづくり（福祉・健康、環境・衛生） 

 すみれが丘は、町内会が４０周年を迎えたということからわかるようには、高齢化が

進んでいます。そのため、お年寄りや子どもにもやさしいまちづくりが必要です。町内

会もこの点を重視し、かつての婦人部会を、女性部会、女性・福祉部会、そして現在の

福祉部会と再編や名称変更を行い、活動の主要な目的を変化・明確化させてきました。

また、ごみ問題をはじめとする環境問題は、すみれが丘の町ができたときからの課題で

した。ここではこの２つの問題に取り組む部会の活動を紹介します。 

 

① 福祉・健康（福祉部会） 

 

2014 年度までは女性・福祉部会として活動してきましたが、2015 年度から「福祉部

会」と名称を変え、すみよいまちづくりを目指して、地域で支えあう活動に力をいれて

まいります。 

例えば、認知症のケア等について学べる勉強会を、「すみれが丘福祉講演会」として

毎年開催しています。また、健康維持に役立つ正しい歩き方の講習会「ウォーキング講

習会」もなどを企画、開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ウォーキング講習会 

 

秋に実施する敬老会は、福祉部会のメイン行事です。毎年敬老の日のあとの日曜日に、

地域の高齢者の皆様をお招きし、さまざまなイベントを実施しています。近年では、落

語、ジャズ演奏、楽器演奏などいろいろ工夫を凝らしています。また、体操指導、すみ

れが丘小学校の子供たちによる歌やハンドベルの演奏などが行われており、地域の方

たちに楽しいひとときを提供するとともに、交流の場を設けています。 

地域の中で、自分らしく生き生きと、赤ちゃんから高齢者、障がい児・者、すべての

方々が、幸せに生活をしていける。そんな思いを込めながら、今後も部会活動に取り組

んでいきたいと思います。会員の皆様の参加、ご支援をお願いしたいと思います。 
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記念撮影（プリントして贈呈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敬老会の出し物（落語や楽器演奏など毎回工夫を凝らしています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すみれ小児童によるハンドベル演奏    すみれ小児童の合唱   
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② 環境・衛生（環境衛生部会） 

 

 

環境衛生部会は、清潔で美しいすみれが丘の住環境

を守るため、ゴミ集積場所の確認・改善、ゴミボック

ス設置・更新、町内複数の公園やけやき通りの清掃等

を、町内会員、各組長さんのご協力のもと進めていま

す。すみれ夏祭りでも、ゴミの分別・回収、リユース

や資源リサイクルに関する取り組み推進、普及啓発な

ども実施しています。今後も環境事業推進委員、公園

愛護会とも連携し、町内の環境問題に取り組みます。 

町内会員の皆様には、ゴミ収集のルールをお守りいただくこと、特に資源ゴミの回収

（新聞紙、段ボール、雑誌等の古紙、古布、小さな金属、アルミ缶、スチール缶など。

必ず毎週月曜日にお出しください。）にご協力お願いしたいと思います。毎月第１金曜

日が「ツキイチ」自宅前回収日です。資源ゴミのうち重い新聞紙等はこの日にお出しく

ださい。基本ルールについては次ページの「すみれが丘町内会ゴミ出しルール」を参照

してください。なお、ゴミの出し方は諸事情により変わることがあります。必要に応じ、

回覧、町内会ホームページ、集積場所での掲示等でご確認ください。 

資源ゴミの対価として横浜市から奨励金が町内会に支給されます。毎年合計で９０万

円近い収入となり、これは会館建て替え積立金など、町内会の貴重な

活動資金となっています。今後も資源ゴミの回収にご協力をお願いし

ます。 

分別で迷ったら「ミクショナリー」で検索ください。資源に乏しい

我が国において、家庭や事業所から出るものは実は「ゴミ」ではなく、

すべて貴重な「資源」なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園清掃のローテーション調整、清

掃道具の維持管理を環境・衛生部会

が担当しています 

多くの会員のご協力で行うけやき通

りの清掃は、環境・衛生部会のメイン

イベントです 
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●（有）大興資源による「資源」回収 （町内会推奨）  朝８：３０まで 

曜 主な対象物 出し方・注意点など 

月 

古

紙 

新聞紙・折込チラシ、

雑誌・書籍等 
・紙ひもでくくる 

雑紙類（包装紙・  

郵便物、紙箱等） 

・できるだけ紙袋に入れ、ない場合はビニール袋可 
※紙マークがついていても、アイスクリームやヨーグルト、

カップ麺、洗剤、石鹸などの容器、汚れた紙、アルミ貼り、

感熱紙などリサイクルに支障をきたす紙類は燃やすごみへ 

 ダンボール ・解体して紙ひもでくくる（テープ、ホチキス外す） 

 牛乳パック ・開いてすすぎ、乾かして紙ひもでくくる 

缶 
・アルミ缶とスチール缶をなるべく分け、半透明の袋に

いれる（塗料の缶などは生活金属に） 

ペットボトル 

（エコキャップも回収可） 

・ペットボトルだけを、半透明の袋にいれる 
※キャップ・ラベルは必ず外し、”プラスチック製容器包

装”として水曜日に出す 

※キャップは袋にまとめ”エコキャップ”として出すのも可 

生活金属（鍋・フライパン・

やかん・トースター・ハンガ

ー・かさ等の 50cm・20kg 以

下の金属製品） 

・スプーンなどの細かなもの以外は袋にいれない 

・刃物類は新聞紙に包み「刃物」と記入 

・かさは金属製の骨組は生活金属に、布やビニール部分

は燃やすごみに（持ち手はそのままでよい） 

古布（衣類・タオル等） 
・半透明の袋に入れる（晴れた日のみ） 
※わた入りの寝具や衣類は粗大ごみまたは燃やすごみに 

●横浜市 資源循環局による回収             朝８：００まで 

曜 主な対象物 出し方・注意点など 

火 

 

・ 

土 

燃やすごみ 
・半透明の袋に入れる 
※「資源」であるプラスチック製容器包装は水曜日、紙類は

月曜日に出し、混入しない 

燃えないごみ（ガラス類・陶

磁器類・ 蛍光灯・電球等） 
・購入時の箱や新聞紙などで包み、品名を記入 

スプレー缶（ヘアスプレー・

殺虫剤・ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ等） 

・中身を出し切り、スプレー缶のみまとめて半透明の袋

に入れる（穴あけ不要） 

乾電池 

（マンガン乾電池・ 

 アルカリ乾電池・ 

 リチウム一次電池） 

・電池のみまとめて半透明の袋に入れる 
※ボタン電池・充電式電池は回収出来ないので、回収協力店

や販売店、または資源循環局に相談 

水 

プラスチック製容器包装 

（ボトル類、チューブ類、カ

ップ、パック、トレー、野

菜・果物のネット類、キャッ

プ、袋、ラップ、緩衝材類

等） 

・プラマークのあるものすべてが対象 

・かるく汚れを落として半透明の袋に入れる 

・切るかつぶして、なるべく容積を減らす 
※プラスチック製でも、容器や包装として使われたものでな

く、プラマークがない場合は"燃やすごみ"へ（ライター、お

もちゃ、洗面器など） 

金 びん 

・ふたをはずして軽くすすぎ、半透明の袋に入れる 

・飲み物・食べ物以外のびんは”燃えないごみ”へ 
※缶、ペットボトル、小さな金属類は、金曜日に横浜市でも

回収するが、月曜日の資源回収日を優先して出す 

※金曜日の”小さな金属類”は 30cm未満だが、月曜日の”生活

金属”なら 50cmまで回収可 
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1-3-3 あかるいまちづくり（交流・子供、情報共有・交換） 

すみれが丘町内会は、町民通しの楽しい交流の場づくりを推進してきました。それが

現在体レク（体育とレクレーション）・子ども部会が目指すところです。町内会（役員

と組長さん）だけでは企画運営が難しいこともあり、近年はさまざま団体等（例えばす

みれ夏祭り実行委員会等）と連携を図っています。また、町内会の現状を会員の皆様に

お伝えすることにも力を入れており、従来の市や区等の広報資料の回覧のほか、ホーム

ページや広報誌の活用も進めています。 

 

① 体レク・子ども部会 

 

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。 

「夏休みラジオ体操の会（7月）」、「餅つき大会（12月）」など楽しい行事を企画して

います。過去には「歩け歩け大会」なども企画、運営しました。また、山田連合町内会

主催の体育関係行事への協力（グラウンドゴルフの案内等）も行っています。８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っています。すみれが丘小

学校保護者有志で運営されているおやじクラブ、おかんの会とも連携し、子ども達が楽

しく参加しながら、地域の大人とも触れ合い、健全に成長する機会の提供を目指してい

ます。 

多くの皆様の参加をお待ちしております。お気軽にご参加ください。 

なお、体育用具の貸し出し・保管・管理も行っています。ご利用ください。また、山

田連合町内会主催の体育館系行事（年に 2回のグランドゴルフ等）への協力も行ってい

ます。 

                            

 

 

夏休みラジオ体操の会 

○毎年多くの子供たちが朝早くから頑張って参加しています 
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山田地区のグラウンドゴルフ大会 

すみれ夏祭りでの子ども神輿      （町内への参加呼びかけを担当） 

歩け歩け大会（現在は実施してい

ません） 

○子どもたちだけでなく、大人た

ちも多数参加しました。地域のい

ろんな発見があり、楽しい会でし

た。 

餅つき大会 

○例年多くの子どもたちが参加する、部会のメイン行事です。すみれが丘小学校保

護者有志で運営されているおやじクラブ、おかんの会がサポートしてくれています。

つきたてのお餅をほおばる参加者の笑顔が、印象的です。 
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② 広報部会 

 

 

広報部会は、すみれが丘町内会に関係するさまざまな情報を会員にお知らせする役割

を担っています。 

その１つが、すみれが丘町内会における各種の回覧物や各戸配付資料（行政からの広

報紙、町内会行事のお知らせ、学校だより、その他の資料）をお届けすることです。回

覧、各戸配付の可否については役員会で判断します。情報をお伝えするための各種の印

刷物は、行政や行事担当等からすみれが丘会館に届けられます。これを、各ブロックか

らの２名の組長さん（広報部会担当組長）のご協力で、各組内で「回覧」または各戸配

付するために、配付作業（印刷物の仕分け、組長さんに渡すためのセッティング）を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広報部会担当組長さんによる配付作業 

図７ 広報の仕組み 

配付資料は若干の余裕をみて、回覧の場合は現在のところ最低 100部、各戸配付の場

合は最低 1200部ご用意いただくことにしています。 

配付作業は月２回で、基本第１及び第３土曜ですが、祝日等の関係でずれることがあ

ります。すみれが丘会館に配付作業日の朝９時半までに届けば、回覧あるいは各戸配付

することができます。 

町内会員等で、町内への資料の各戸配付や回覧をご希望される方は、広報部会までお

問い合わせください。 

  

横浜市の広報誌、町内会からのお知らせ、

学校だより、その他の資料 

 ⇒ 会館に届いたら・・・・ 

セットにして組長さん

宅にお届け 

各戸配付または回覧版で回覧 

組ごとの戸数による必要

セット数は総務で管理 
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２つ目は、町内会のホームページの維持・更新、広報誌「すみれが丘だより」（年２

回）の編集・発行です。 

ホームページでは、各種のお知らせのほか、行事の報告、各部会の活動の紹介、行政

やすみれが丘小学校などの関連機関へのリンク、地域団体等の紹介なども掲載してい

ます。また、ホームページから町内会への会員参加の申し込みも可能となっています。

さらに 2015 年からはフェイスブックページも開設しました。これらもぜひご覧くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●広報部会の連絡先 

info@sumiregaoka.com 

ホームページ等の維持管理（年数回） 

ホームページ 

http://www.sumiregaoka.com 

フェイスブックページ 

https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 

広報紙「すみれが丘」 

(年２回) 

mailto:info@sumiregaoka.com
http://www.sumiregaoka.com/
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頭の体操にチャレンジ！クロスワードパズル

＜答え＞

➀ ア ウ ト ④ シ カ イ

キ ス ウ ラ ガ ン

ス シ イ ミ

② ユ カ イ ⑤ マ イ ゴ

ミ ミ オ ウ

ヤ ン グ キ ン カ

③ カ サ ⑥ キ ア イ

カ レ ー ヨ カ

シ ツ 　 ゴ ミ

〔答え：スミレガオカ〕☺
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２－１ 地域の主な施設や組織 

ここでは、すみれが丘の町内及び周辺にある、私たちの暮らしに深く関わる施設や組

織の概要を紹介します。 

 

2-1-1 北山田小学校コミュニティハウス 

 

 

北山田小学校コミュニティハウスは、す

みれが丘・北山田を中心とした地域のみな

様のためのふれあいや交流の場、情報発信

の場、地域活動やサークルのお楽しみの場

として利用していただくため、北山田小学

校開校と同時にスタートし、昨年は開館 20

周年を迎えました。 

大小研修室・和室・サロン・図書コーナ

ーを備え、研修室・和室は多くのサークルの活動の拠点として利用していただいてい

ます。また、蔵書は約 5,500冊（内絵本・児童書が約 2,000冊）あり、貸出もしてい

ます。学習コーナーもあり、特に夜間は静かな環境で勉強することができます。 

年間を通して開催しているコミュニティハウス主催の事業は、地域のみな様のニー

ズや課題を念頭に企画しています。本年は「コミュニティ・フェスタ」をはじめ「産

後ママと赤ちゃんのヨガ」「英語で遊ぼう！」「こども科学教室」「江ノ電 Nゲージ運転

会」など子供向けの企画が好評でした。その他にも山田地区社会福祉協議会「ふれあ

い友遊」や「認知症予防カフェ・コツコツ」の開催に場所を提供しています。 

今後も、幅広い情報提供やサポートができるようにコミュニティハウスの持つ可能

性を広げていく努力を続けていきたいと思っています。北山田小学校の校内に在っ

て、初めての方にはちょっと入りにくい雰囲気にありますが、散歩やお買いものの途

中にでも是非一度お立ち寄りください。お待ちしております。 

（開館時間 9:00～21:00 火曜・木曜が休館日） 
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2-1-2 すみれが丘小学校 

 

 

すみれが丘小学校は、すみれが丘の町とともに誕生した学校です。この町にある、

ただ一つの公立学校として皆様に育まれ、愛され育ってきました。 

これまでの歴史を振り返りますと、昭和 50年山田小学校から分かれて本校の児童と

なったのは 273名、とても小さな学校でした。しかし、その後児童数は増加し、昭和

56年には 640名となったという記録があります。平成８年には北山田小学校が開校、

本校の学区となっていたエリアが北山田小学校区となり、約半分の児童が異動しまし

た。それから、すみれが丘小学校は、児童数 400名から 500名の間の小規模校として

安定してきました。 

特色ある活動としては、平成 18年度から３年間指定を受けて推進した「特別支援教

育モデル校」としての研究活動があげられます。この成果が現在の本校の特別支教育

に受け継がれているのだと思います。 

また、最近では、ＰＴＡ組織が他の学校には見られない特別な形態をしているとい

うこと。特に「サークル活動」はめずらしい活動だと思います。手作りの広報誌につ

いては数々の賞をいただいています。町内会とすみれおやじクラブがコラボレーショ

ンして生まれ変わった「すみれ夏まつり」も今年度で第６回目となりましたが、この

ような夏祭りは聞いたことも、見たこともありません。本校を中心に地域の力が結束

するすばらしいイベントだと思います。 

さて、本校では平成 25年度末に児童会の企画で誕生した、「ビオラ」という学校キ

ャラクターがいます。平成 26年度は、１年通してイラストの世界で大活躍しました。

そのビオラが平成 27年度になり、イラストの世界から出てきて子どもたちの前に現れ

ました。今では子どもたちだけでなく、地域の方々にもすっかり愛されるキャラクタ

ーとなり、今後は学校の成長とともにきっと様々な活躍をしてくれることと思いま

す。 

すみれが丘小学校の子どもたちは素直で、心の優しい元気な子どもたちです。巣立

った子どもたちが社会に出て、様々なところで活躍してくれることを願っています。 

平成 27年 9月 30日 校長 藤城 守 

 

 

入学式にビオラ登場！     運動会 5・6年のソーラン節    日常の授業の様子 
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2-1-3 北山田消防団 

 

 

北山田消防団には、平成 27年現在 18名が在籍し

ています。うち、女性団員 2名がすみれが丘に居住

しています。 

北山田消防団では、すみれが丘町内会からの依頼

を受け、5月の初期消火訓練・10月の防災拠点訓練・

1月のどんど焼きなどの町内会行事に協力させてい

ただいております。 また、すみれ夏祭りの際には

警備にもあたっています。その他にも、春と秋の火

災予防運動の期間と年末年始火災予防運動及び歳

末特別警戒の期間は、団員が消防車で町内を巡回し

警戒にあたっています。 

消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法

に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関

です。平常時・非常時を問わずその地域に密着し、

住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。 

消防団は誰にでも参加できる活動です。年齢が 18 歳以上ならば、男性でも女性でも

入団できます。会社員の方、自営業の方、学生の方、主婦の方、色々な方が参加してい

ます。消防団の活動には、女性ならではの活動も多く、たくさんの女性団員が活躍して

います。 

北山田消防団では毎年「小型ポンプ操法の訓練

会」を行ってきましたが、東日本大震災以降、隔年

で「小型ポンプ操法の技術訓練会」と「震災対策訓

練会」を行っています。日頃から訓練をし、その成

果を地域の方に発表する場でもあります。 

北山田消防団員のほとんどが普通救命講習を受

けて資格を持ち、更に応急手当指導員の資格保持者

もいます。応急手当指導員は地域からの要請を受け

て、救命救急講習の指導などにあたっています。 

消防団に入ってみたい、地域のために何かしたい

と少しでも興味がある方は、お近くの消防署又は消

防団員に声をかけてください。消防団員を募集して

います。 

 

●連絡先 

北山田消防出張所（℡591-0119） 
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2-1-4 東山田地域ケアプラザ 

 

 

地域ケアプラザは、横浜市の定める「横浜市地域ケアプラザ条例」に基づき設置さ

れています。「市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるよう

に、地域の福祉保健活動を支援するとともに福祉・保健サービスなどを身近な場所で

総合的に提供する福祉の拠点」です。東山田地域ケアプラザは平成８年に社会福祉法

人横浜やまびこの里が都筑区より委託を受けて東山田町 270番地に設置しました。担

当しているエリアは「山田地区連合町内会（すみれが丘）（南山田）（北山田）」「東山

田地区連合町内会」の２地区になります。すみれが丘のお住いの皆様が健康で穏やか

な生活を営んでいただけるようお手伝いをさせていただきます。お気軽にご連絡を頂

ければと思います。「遠くていかれないわ」と言う方、ご安心ください。私たちが皆様

のもとに参ります。 

●事業内容 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

地域包括支援センター（専用電話：590-3788） 

①社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーの３職種が高齢者の様々な相談を受けます。 

②介護予防事業を展開し、皆様に元気な日常を送っていただけるように支援します。 
 

介護保険事業（代表電話番号：592-5975） 

①居宅介護支援事業（ケアマネジャー）②通所介護事業（デイサービス） 

２つの介護保険事業も併せて運営しています。 

 

地域活動交流事業（代表電話番号：592-5975） 

①「健康体操教室」「ボランティア講座」「子育て教室」「高齢者サロン」など、福祉・保健

の増進のために様々な事業を企画、開催します。 

②地域で行われている活動の紹介、ボランティアに関する情報提供等、身近な福祉情報を

広報紙やホームページを活用して発信しています。 

③福祉・保健の活動の場の提供として「多目的ホール」「ボランティアルーム」「地域ケア

ルーム」を貸し出ししています。 



 

37 

 

2-1-5 山田地区社会福祉協議会 

 

 

山田地区福祉協議会は、山田地区（すみれが丘、南山田、北山田）で活動し、高齢者

や身体の不自由な方の支援、赤ちゃんや子供たちの健康な成長に貢献するための活動

を、地域の皆様に支えられながら進めています。引き続きご支援と活動へのご参加をお

願いします。 

 

●社会福祉協議会（社協）とは 

 社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動（福祉サービスや相談、ボランティアや市民

活動の支援、共同募金運動への協力など）を推進することを目的とした、営利を目的と

しない民間組織です。社会福祉事業法に基づき設置され、地域の皆様、民生委員・児童

委員、社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、さまざま

な活動をおこないます。（全国社会福祉協議会ホームページより抜粋） 

 

●山田地区社協の主な活動 

 下記のような活動を行っています。実施の際には町内会の回覧でその都度お知らせ

していますので、ぜひお気軽にご参加ください。 

☆ふれあい昼食会（ひとり暮らし高齢者昼食会）   

   日時：毎月第 2水曜日（1月・8月を除く）12時～13時 30分 

   場所：南山田町内会館（都筑区南山田町 4654） 

  ※食事、懇談、歌、ゲームなどで楽しんでいただく場で、大変好評です。 

☆ふれあい友遊（高齢者や身体の不自由な方のふれあいの会） 

  日時：奇数月第 4水曜日 13時 30分～15時 30分 

  場所：北山田小学校コミュニティハウス（都筑区北山田 5-14-1） 

※心身の健康保持を目的に、リハビリ体操、ゲーム、茶話会など趣向を凝らした会

で、毎回参加者には楽しんでいただいています。 

☆山田富士公園で遊ぼう（お外で遊ぼう） 

  日時：毎月第 2水曜日（1月・8月を除く）10時 30分～12時 

  場所：山田富士公園（都筑区北山田 1-4） 雨天中止 

  ※子供たちの外遊びを活発にする活動です。 

☆赤ちゃん会（第 1子の 0歳児地域育児教室） 

  日時：毎月第 3月曜日（1月・8月を除く）10時～11時 15分 

  場所：すみれが丘会館（都筑区すみれが丘 37-28） 

  ※新米ママに好評です。 

 

●関連団体（連絡先） 

都筑区社会福祉協議会  ℡：045-943-4058 

東山田ケアプラザ    ℡：045-590-3788 

※横浜市が委嘱する保健活動推進員が、上記の活動の一部のほか、簡単ヘルスチェック

（年２回）、北山田地区センターまつり及び北山田小コミュニティフェスタへの参加活

動を行っています。 
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２－２ 地域交流・ボランティア活動 

 すみれが丘の町内及び周辺には、地域の安心安全や福祉、交流等のために活動するさ

まざまな団体、施設が存在します。ここではそれらの概要を紹介します。ぜひそれぞれ

の活動への参加、施設の利用等の参考にしてください。 

2-2-1 すみれ会 

 

 

すみれが丘のシニアクラブ「すみれ会」は、1976年（昭和 51年）に発足し、初代

会長を村辻氏が３年間、二代目会長を安藤氏が 2年間務められました。その後三代目

の故尾田榮会長は、34 年間の長い期間会長を務められました。2015 年度から四代目

の永田会長に引き継がれています。現在の会員は 60名です。 

●会の目的 会の目的は以下の３つです。 

① 仲間づくりを通じた生き甲斐と健康づくり。「生活を豊かにする楽しい活動」 

② 知識や経験を生かして「地域を豊かにする社会活動」の取り組み 

③ 明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めること 

●会員資格 入会を希望する、おおむね６０歳以上の方ならどなたでも参加できます。

活動にあまり参加できない方でも会員として歓迎し、支えあい、喜びを共にできるよう

努めています。 

●活動内容（行事） 主な活動内容（行事）は下記のとおりです。いずれもお気軽にご

参加いただけます。 

行事 日・時刻・場所 ひとこと 

定例会 毎月第 2 日曜午後１時～（町内会館） 会員が集まって気軽に話をする

楽しい会です サロン弥生会 毎月第４日曜午後１時～（町内会館） 

グラウンド

ゴルフ 

毎週金曜 午後１時～３時（多目的広場） 誰でもプレー可能で、とても楽

しい競技です 

新年会 １月第 2 日曜午前 11 時（町内会館） どんど焼きの後に行います 

総会 ４月第 2 日曜午後１時（町内会館） 毎年の活動内容を相談します 

ラジオ体操

の会 

毎週土・日曜 午前７時 30 分 

（第 2 公園） 

健康づくりに役立ちます 

（次ページ参照） 
  

このほか、都筑区老人クラブ連合会（老連）、中川地区老連の行事として開催される

日帰りバス旅行や研修会、講演会などに年７回程度会員が参加しています。年 1回の一

泊での忘年旅行、ことぶき芸能大会（10月/都筑区公会堂）にも参加しています。また、

９月に区役所のロビーで開催される趣味の作品展には多くの会員が出展しています。 

●会費・加入方法等 すみれ会の会費は

年 1,200円です。サロン弥生会では、出

席者にお茶菓子代として 100円をご負担

いただいています。 

このように楽しい活動を多く行って

います。多くの方のご加入をお待ちして

います。下記までご連絡ください。 

●連絡先 永田麗子 すみれが丘 11-10 

電話：592-0344（または下記の班長まで） 
（班長：１班 永田麗子、２班 吉野民子、

３班 植木三智子、４班 青沼萬貴子） 
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2-2-2 ラジオ体操の会 

 

 

ラジオ体操の会は、すみれ会の有志が集まる形で、平成 25年 8月 3日にスタートし

ました。 

健康づくりのための体操ひろばとして、将来の介護を予防すること、健康の維持増進

を目標にして活動を続けています。 

毎週土曜日と日曜日の朝、午前７時３０分から、第二公園（ぞうさん公園）で約１０

分間、ラジオ体操第一及び第二を行うことで体を動かしています。 

現在の参加者には若い方もおられ、老若男女を問わず元気いっぱい体を動かし、普段

使わない筋肉に油を注しています。 

朝のすがすがしい空気を胸一杯吸って、ご一緒にラジオ体操をしませんか。ご都合の

よい土・日の朝は、ぜひすみれが丘第二公園にお出掛けください。 

 

 

●豆知識：ラジオ体操とは 

日本放送協会（ＮＨＫ）で放送している“ラジオ体操”は、国民の健康と体位向上を

目的に 10種類ほどの運動を順序づけ組み合わせた体操として、1928年に逓信省の簡易

保険局が制定、放送開始されたものです。 

ラジオ体操は、人間の体をまんべんなく動かすために必要な 13 種類の運動を組み合

わせてつくられており、健康な人なら負荷も少なく、だれでも手軽にできる体操です。

毎日続けることで、加齢や生活の偏りなどが主な原因となる体のきしみを取り除き、人

間本来がもっている機能をもとの状態に戻し、維持する効果があります。例えば、ふだ

んの生活では使用しない筋肉や関節、骨に影響を与え、体全体の血流がよくなり、筋肉

に柔軟性、弾力性ができ、肩こり、腰痛の予防・回復を期待することができます。また、

骨に刺激を与えることによって骨の成長・活性化を促し、骨密度低下の予防・回復も期

待することができると言われています。（NPO 法人全国ラジオ体操連盟のホームページ

等より）」 
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2-2-3 すみれが丘けやきの会 

 

 

すみれが丘生活ボランティアグループ「すみれが丘けやきの会」は、私たちの“す

みれが丘”が住み易く、ず～っと住み続けたい町であるようにとの願いから、加齢、

障碍、その他の事情で日常生活にチョッとしたお手伝いを必要としている方々を対象

に、“できる時にできることのお手伝い”を合言葉に平成２３年１月活動を始めまし

た。なお、私たちの活動は、東山田地域ケアプラザの協力を得ています。 

現在１６人のボランティアが次のような活動をしています。 

① 生活支援“ちょこぼら” 

日常生活の中の、業者に頼めないようなちょっとしたことのお手伝い例えば、通

院・買い物・その他外出の同行、買い物の代行、薬局での薬の受け取り、道路・庭

などの屋外清掃、庭木等の水やり、家具の移動、ごみ出し、電球の取換え、囲碁・

将棋や話し相手 等々 

② 元気づくりステーション“わくわく” 

“いつまでも元気でいたい”、そんな願いを持つ方々と一緒に、月１回第１水曜日

に野鳥（１１～３月、石渡先生）や草花（４～７、１０月、戸田先生）を観ながら

緑道を歩き、暑い時期（８，９月）は荒井先生の健康体操や、戸田先生の草木染体

験です。 

 

私たちの活動に興味のある方々のご参加をお待ちします。 

 

●連絡先： 

“ちょこぼら“ 岸本圭司 ℡５９１－０４８４ 

“わくわく”  赤澤礼子 ℡５９２－０４４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    野鳥を観ながら・・・           自分たちが育てた藍で・・・ 
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2-2-4 認知症＆予防カフェ「コツコツ」 

 

 

認知症＆予防カフェ「コツコツ」は、ボランティアの方々、東山田地域ケアプラザ

及び行政の方々の熱い思いに支えられ、当事者及びご家族がなごやかに楽しく生きて

いけることを願って立ち上げられた「カフェ」です。私たちが運営委員として、下記

の時間と場所で活動しています。 

認知症は一言では言い表せない難しい病気です。誰もが発症する可能性を秘めなが

ら、必ず発症するとも限りません。また、医療の助けで予防や進行の抑制に効果が上

がる方もあれば、あまり効果が上がらない方もあり、今現在予防法が研究途上である

という、複雑な事情が絡み合っています。 

しかし今我々は一筋の希望の光が見えつつあると信じています。皆様のご理解によ

って当事者とそのご家族が安心して生活を送れるよう、私達運営委員とボランティア

一同はこつこつと努力していくことが必要だと感じています。 

 何よりも大切なことは、皆様が出来るだけ外に向かって心を開いて頂くことではな

いかと考えます。「カフェ」はその一助になると考えています。そして多くの方がカフ

ェにご来店してくださることを心よりお待ちしております。 

 

●日時  毎月第 3日曜日 13:30～15:30 

●場所  北山田小学校コミュニティハウス 

●参加費 100円（コーヒー代） 

●ホームページ 認知症＆予防カフェ「コツコツ」 

http://kotukotucafe.jimdo.com/ 

●協力 東山田地域ケアプラザ、都筑区役所高齢・障害支援課、北山田小学校コミュ

ニティハウス 

※この活動は都筑区社会福祉協議会善意銀行あい基金の配分を受けて実施していま

す。 

●お問い合わせ先 

運営委員 大原信子（すみれが丘 19-9） 
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2-2-5 すみれが丘小学校サポーターズ 

 

 

すみれが丘小学校では、中期学校経営方針の大きな柱に、児童が地域の一員として、

地域との関係の中で児童を教育・育成することを掲げています。これに応え、児童の安

全管理、教育・指導にできる限り協力することが地域の責務であるとの思いから、平成

23 年 9 月にすみれが丘町内会の周辺活動の１つとして、すみれが丘小学校地域サポー

ターを募集しました。幸いにも多くの賛同を得て、現在では約 40余名のサポーターが、

少しでも児童の役に立ちたい、地域の役に立ちたいと活動を続けております。 

当初は“責務”との思いが先行していましたが、活動を通じて知り合った可愛い児童

達は、ほぼ全員が登下校時や町で出会った時に「おはようございます！」「こんにちは！」

「さようなら！」「何時も有難うございます！」と素敵な笑顔で元気な挨拶を交わして

くれ、サポーターは児童から大きな「元気」を逆に貰うようになりました。この活動は

そんなとても楽しい、素敵な活動でもあります。 

なお、この活動はすみれが丘小学校サポーター協議会組織の一部にも位置付けられ、

横浜市学校教育ボランティア保険・横浜市市民活動保険の対象となっています。 

[サポーター活動の内容] 

サポーターはそれぞれの都合と得手・不得手に合わせ、下記のような活動の中から自

分に出来る事を選択して行っています。 

１）児童の下校時見守りサポート 

２）地域を教材とした授業サポート 

①昔遊び授業、②七輪での火おこし指導・補助、③町内会・福祉・環境衛生・防

犯・交通安全等々についての講話、④戦争時代の体験談、⑤クラブ活動補助（理

科クラブ・科学クラブ・室内ゲームクラブ等） 

 ３）ハートフル授業の補助 

[新規サポーターを大募集しています] 

サポーターの人数はまだ手薄です。更に今後のサポーター活動充実のため、活動の趣旨

に賛同しご協力いただける方を募集しています。ぜひ活動中のサポーターにお声掛けくだ

さい。一緒にサポーター活動をやろうではありませんか！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    下校時の児童見守り活動        児童と一緒に昔遊び（おはじき）  



 

43 

 

2-2-6 すみれ夏祭り実行委員会 

 

 

すみれ夏祭り実行委員会は、2010年に始まった「すみれ夏祭り」の企画運営を行っ

ている地域の有志の集まりです。2009年まで続いたすみれが丘町内会による夏の恒例

行事・盆踊りが、役員や組長さんの高齢化もあって継続困難になりました。そんな

中、子供たちの思い出づくりの場がなくなってしまうことに危機感を抱いた若手町内

会員や地元商店会及びすみれ小おやじクラブのメンバーの発案で、「すみれ夏祭り」が

スタートしました。2015年で６回の開催を数えています。初めは手探りでの運営でし

たが、次第に委員会メンバーの経験も蓄積してきました。それをもとに新しいことへ

のチャレンジも続けています。以下の８つの分科会、総括、財務が互いに連携して企

画、運営を行っています。 

１． 寄付分科会（地域の企業、店舗、個人の方からの寄付を募っています） 

２． 動員分科会（運営に協力いただける方の募集、作業分担を行います） 

３． 総合演出分科会（花火など新しい企画、祭り全体のデザインを担当） 

４． ステージ演出分科会（出演団体との調整、抽選会等の企画・運営） 

５． 設営分科会（ステージの手配、テントの配置や発電機の調達など） 

６． 出店分科会（出店者の募集や各種の調整を担当します） 

７． おやじ出店分科会（おやじクラブが地域と共同して出店しています） 

８． 環境分科会（ごみの分別、廃棄の徹底など、エコについて担当） 

現在実行委員として約 40名が活動しています。メンバーのモットーは「全力で楽し

む」です。メンバー達も楽しむ場であり、かっこいい姿を家族に披露する場でもあり

ます。 

夏祭りの運営では、実際には多くのさまざまな団体・個人に、場所の提供、寄付、

出演、機材、運営などの面で支えていただいています。この場をお借りして感謝を表

するとともに、今後 10年、20年と祭りを続けていくためにも、ぜひ実行委員会に参

加いただきたくお願いいたします。毎年６月頃にすみれ小、すみれが丘町内会で夏祭

りのお知らせチラシを配付しています。そこに記載の連絡先にお知らせください。 

第７回（2016年）すみれ夏祭り実行委員長 清水力（すみれが丘 7－32） 
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2-2-7 地域防災拠点運営委員会 

 

 

 震度 5 強以上の大地震等の発災時には、すみれが丘小学校が地域の防災拠点となり

ます。すみれが丘小学校防災拠点運営委員会は、被災した方の一時避難場所として防災

拠点がきちんと機能するように、日頃から万が一に備えた受け入れ体制の整備や備蓄

品の準備等に取り組んでいます。 

主な活動としては、災害に強いまちづくりを目指した運営委員会を年に数回開催し、

都筑区役所や都筑消防署、北山田消防団から防災対策の指導を受けたり、さまざまな情

報共有や意見交換を行っています。 

このような委員会活動をもとに、すみれが丘町内会防災部会と共同で防災訓練（ゴー

ルデンウイーク明けの土日に開催する「初期消火訓練」と 10 月の土日に開催する「地

域防災拠点訓練」が二本柱）を行い、自助や共助の大切さについて地域に発信していま

す。このうち地域防災拠点訓練では、緊急時の蘇生術（AEDの体験）や水消火器の体験

等、災害時に必要となるスキルを身につけていただけるよう、消防団の援助も得て訓練

を行っています。訓練はお年寄りから小さな子供まで、どなたでもウエルカムです。参

加者は年々増加しており、地域のキズナを深める機会にもなっています。いざというと

き、どのように行動すればよいかの答えがあります。ぜひ皆さんも防災訓練にご参加く

ださい！ 

 

＜平成 27年度運営委員会組織＞ 

・運営委員長：荒牧國弘（すみれが丘町内会長） 

・副委員長 ：高田一裕（すみれが丘町内会防災部会長） 

・副委員長 ：藤城 守（すみれが丘小学校長） 

・副委員長 ：佐藤義信（すみれが丘小学校ＰＴＡ会長） 

＜連絡先＞ 

すみれが丘町内会防災部会 高田（電話：594-4556）三宅（電話：592-1188） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域防災拠点訓練＞ 
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2-2-8 ワンワンパトロール 

 

 

すみれが丘でも近年空き巣、自転車泥棒や車上荒らし等の犯罪が発生しています。ま

た、不審者が目撃されるなど、子供たちの安全が心配されています。 

そこで 10 年ほど前から、犬の散歩仲間と散歩を兼ねて、ワンワンパトロール（ワン

パト）を始めました。月１回、第１金曜日の夕方に、第二公園（ぞうさん公園）に集合

し、すみれが丘町内会防犯部会長から、直近１ヶ月のすみれが丘及び周辺での犯罪の発

生状況、安全に関する報告をお聞きし、その後ゼッケン、腕章をつけて、町内近辺をパ

トロールしています。 

犯罪者は、人に見られることを一番警戒します。例えばご近所同士の挨拶も防犯上は

重要な要素と言われていますが、散歩を兼ねたパトロールでも防犯効果があると考え

ています。すみれが丘小学校のＰＴＡの方からも、子供たちの安全に寄与するこの活動

には感謝しているとの言葉をいただいています。 

参加者は皆、すみれが丘の住民の方たちに防犯意識を持って頂きたい、子供たちにも

安全を考えてもらえたらと思っております。しかし、空き巣等の犯罪はなくなっている

わけではありません。そこで、ワンパトを見かけたら、ご自分の家や町内の防犯につい

て、もう一度確認、お考えいただきたいと思います。 

一方、最近、このワンパト活動にご参加して下さる方が減っています。現在は活動し

ていますが、犬も人も高齢化しています。また、飼われている犬も大型犬が減り、プー

ドル等の小型犬が多くなっています。犬を飼っていらっしゃる方、いない方でも、ぜひ

散歩がてらにご参加いただけたら大歓迎です。 

●参加方法 

 ・毎月第１金曜日（原則 5～6月は 17:30、他の月は 16:30）に 

すみれが丘第二公園（ぞうさん公園）に集合 

 ・連絡先：滝澤優子（すみれが丘 41-8） 
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２－３ 趣味の活動 

 すみれが丘には、さまざまな趣味の集まりがいくつもあります。それぞれ工夫を凝ら

し、楽しく活動しておられます。ぜひ一度参加してみてはいかがでしょうか。 

 

2-3-1 アトリエ Miu 

 

～教室を通して地域とのつながりを求めて～ 

少しでも皆さまのお役に立つことを目指し、人の気持ちをほっとさせてくれるスウィ

ーツやお花の技術をお伝えするということを、すみれが丘に引っ越して以来 20 年以上

続けてきました。単なるカルチャースクールではなく、つながりや楽しさを共有し、社

会との接点を持ちたいという気持ちから、教室「アトリエ Miu」として続けております。

「Miu」は漢字では美しいものを生み出す「美生」と書きます。 

スウィーツについては、新百合ヶ丘の

洋菓子店「リリエンベルグ」のシェフに

指導を受けて 26年、お花については華道

古流とマミーフラワーの師範の免状をい

ただいて 30年以上になります。オーダー

をいただければお花やお菓子の製作も行

っています。 

毎年 12 月にはどなたでもご覧いただ

けるようにウィンターフェアと称して展

示即売会も行っており、少しずつ社会・

地域に恩返しをしたいと、数年前からク

リスマスには川崎市の愛護園にクッキー

を焼いてお届けしたり、2015年からは「歳

楽生夢（トライム）」倶楽部」というサー

クル活動も始めました。歳を重ねても

色々なことに興味を持ち、知識を増やし、

かつ楽しい時間を共有することを目指し

ています。さまざまな分野で活躍されて

いるプロの先生方をお招きして、お話を聞くというものです。もちろん、お菓子もお出

ししており、半日楽しく過ごせることうけあいです。参加費は先生方への交通費等の実

費のみ（500円）です。参加は年齢性別を問いません。ご興味のある方は、ぜひ下記ま

でご連絡ください。 

●連絡先： 

 代表：瓜田 緑（すみれが丘 41－10） 

 電話：045-591-3735 

 メール：m_urita@atelier-miu.jp 
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2-3-2 江戸芸かっぽれ同好会 

 

 

2008 年（平成 20 年）に、伝統芸能である「かっぽれ」を少しでも多くの方に見て、

知っていただきたいと考え、同好会がスタートしました。 

当初は会員の健康維持と親睦が主な目的でした。やがて地域に密着した活動（踊り）

を目指し、各種の行事、施設訪問、舞台などでの踊りの披露に活動の場を広げ、皆さん

に喜んでいただけるようになりました。すみれ夏祭り（下の写真）では、毎年地域の皆

さんにかっぽれをご覧いただいています。 

かっぽれとは、無形文化財の住吉踊りがルーツといわれ、それをアレンジした大道芸

の踊りとして江戸末期にはやったものが始まりだそうです。「かっ

ぽれ」は、その踊りに用いる曲は、たったの５曲しかありません。

しかし、踊って飽きない、見て飽きない、不思議な魅力のある踊り

です。 

現在はやや会員の高齢化が進んではいますが、皆元気いっぱいの

健康人です。これも「かっぽれ」の効用なのでしょう。老若男女ど

なたでも、どこでも踊れる楽しい踊りです。同好会は月に３回火曜

日の午後７時～９時に、すみれが丘会館で稽古を行っています。ど

うかご参加ください。 

●連絡先 

 氏名： 堂地惠子 

 電話： 045-592-0353 
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2-3-3 キャンディキッズ 

 

 

 キャンディキッズは 2009年結成のダンスチームです。 

幼児から中学生まで男女問わずダンスを楽しんでいます。 

都筑区を中心に、地域の様々なイベントやお祭り、老人ホームなどでダンスを披露し、

元気なダンスと笑顔をたくさんの人に届けています。 

練習は、毎週火曜日にすみれが丘小学校体育館で、木曜日にすみれが丘会館で行って

います。 

踊る音楽のジャンルは、ジャズ・ヒップホップ・タップダンスなど。とにかく明るく

楽しいダンスワールドです！！ 

子ども達はパワー全開、元気いっぱいです。 

いつでも見学・体験、大歓迎です。 

ご興味がございましたら、是非ご連絡ください。 

 

●連絡先 

氏名：大政明日香 

電話：090-4759-8178 

メール：issarinrin1322@ezweb.ne.jp 
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2-3-4 棋楽会 

 

 

平成 10 年、当時の町内会長他有志の方を中心に囲碁の会「すみれが丘囲碁クラブ」

が発足しました。当クラブを基に、平成 12 年に囲碁愛好家の集まり「棋楽会」がスタ

ートしました。 

「棋楽会」の名称には勝敗とは別に囲碁を心から楽しむという願いが込められていま

す。会員相互の親睦と棋力の向上を目的とし、現在囲碁初心者から高段者まで 36 名の

会員が、次の要領で囲碁対局を楽しんでいます。 

 

場所 ：北山田小学校コミュニティハウス 

（研修室又はロビー） 

     〒224-0021 都筑区北山田 5-14-1 

     ☎・FAX  045-591-8444 

日時 ：毎週月曜日 午後 1時～午後 6時 

     月 2回勉強会（詰碁など）を開催 

年会費：¥2,000 

 

毎週の対局のほかに新年会・お花見会・忘年会などの懇親会を開催しています。また、

季節を選んで湯河原や箱根などに出かけ、温泉とともに囲碁三昧！のイベントも楽し

みの一つです。 

 囲碁に興味・関心を持っている方、入会ご希望の方は上記北山田小学校コミュニティ

ハウスにご連絡ください。多くの方のご参加を、お待ちしております。 

                            棋楽会会長 曾木宏隆 
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2-3-5 ３ｂ体操 

 

 

「３B体操」とは、1971年に福岡県で始まり、2016年に 45周年を迎える健康体操で

す。ベル、ベルター、ボールという３種の独自の器具を指し、これらを使いながら運動

します。赤ちゃんからお年寄り、障がいのある方までも対象として、それぞれの体力に

合わせて、楽しみながら体に無理なく、体力づくりを行うことを目的にしています。 

すみれが丘周辺では 2015 年９月から北山田小コミュニティハウスで成人を対象に活

動を始めました。「健康寿命をのばす」「いつまでも自分の足で元気に歩く」ために、ス

クワットを交えた下半身の強化、普段使うことを忘れている体側や背中周りのストレ

ッチ、腰痛予防の体操など、盛りだくさんのメニューで運動しています。 

 まだ少人数ではありますが和気あいあいと活動中で、さまざまなおしゃべりを交え

ながらの楽しい運動で、１時間があっという間に過ぎていきます。今後は簡単なダンス

もメニューに取り入れていく予定です。 

 百聞は一見に如かず。まずは体験においでください。老若男女問いません。「運動不

足かしら」と思っておられる方、特にお勧めです。 

●活動場所・連絡先等 

 場所：北山田小学校コミュニティハウス 

 頻度：月２回 

 日時：月曜日の１０時～１１時 

 月謝：1,000円（初回のみ、以下の費用をご負担いただきます。 

①公益社団法人３B 体操協会登録料 1000 円、②スポーツ障害保険料 50 円／月

（次年の 3月分まで一括）、③用具代（ベル、ベルター）1,067円） 

 代表責任者・指導者：西山晴美（電話：090-8687-5328） 

 参考：公益社団法人３B体操協会ウェブサイト（下記写真の出典） 

 http://www.nihon3btaisoukyoukai.jp/ 

 

http://www.nihon3btaisoukyoukai.jp/
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2-3-6 水墨画の会 

 

 

水墨画の会は、1993年から 22年間、8月の夏休みを除いて毎月第１と第 3水曜日の

10 時〜12 時、すみれが丘会館の１F 洋室に集まって、少人数ながら楽しくおしゃべり

しながら続けている会です。 

水墨画の流派は、四条円山派です。 

創始者の円山応挙が用いた没骨描法を基本にして、手本の 24 枚の絵を習った後、色

紙に彩色画を描いています。 

1996 年に都筑区生涯学習支援システム人材バンクに登録の後は、中川中学校コミュ

ニティースクール、北山田地区センター等で会の代表が講師を務め、現在は加賀原地域

ケアプラザと青葉区の大場みすずが丘地区センターの水墨画教室でも講師をしていま

す。 

●連絡先 

代表（講師）： 杉山 輝美 

電話：     592-0047 

メール：       teru@k08.itscom.net 
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2-3-7 すみれフラウエンコール 

 

 

 すみれフラウエンコールは、1978 年頃から会員の親睦と合唱音楽を通して音楽に親

しみつつ、生きがいを持つことを目的に活動を始めました。以来 38 年、神奈川県合唱

連盟の合唱祭、横浜市主催のコーラルフェスト、都筑区コーラス連絡会への出演等の活

動を行って参りました。 

練習は主にすみれが丘会館とその他各地区センターで行っています。昨年は久しぶり

に「アートフォーラムあざみ野」にて単独演奏会を開催致しました。 

現在の会員数は 17名で毎週木曜日 10時から 12時まで練習を行っています。 

50代から 80代までの幅広い年齢の会員が参加し、和気あいあいとした中にも真剣に

取り組んでいる会です。会費は月 5,000円で、入会金は 1,000円です。 

参加していただける方に特に制限はありません。 

 すみれフラウエンコールは、歌を歌うことが好きな方にお勧めです。 

お待ちしておりますので気軽にお近くの団員の者にでもお声をかけて下さい。  

あるいは下記までご連絡くださいませ。 

 

●連絡先 

氏名： 新井瑛子   

電話： 045-593-5204   

メール：e-arara@h00.itscom.net 
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2-3-8 すみれ山の会 

 

 

１０年ほど前より、すみれが丘及び御近所の山好きの方が集まり、年５～６回 グルー

プ登山をしています。 

年１回は宿泊登山もしております。交通機関はバスチャーターしており、末広庵前から

出発、登山後の日帰り温泉、ビールも又楽しみです。  

現在の参加人数は１５名前後です。 

2015年の登山先を以下にご紹介します。 

 １月 千葉県・鋸山 

 ３月 三浦アルプス（電車を利用して移動） 

 ７月 霧降高原、那須流れ石山（宿泊しました） 

 １０月 山梨県・茅が岳（下記の写真をご覧ください） 

 １２月 伊豆、達磨山 

一人では不安な方、登山に興味のある方、是非、御一緒に登山しましょう。 

 下記までご連絡ください。 

●連絡先 

すみれ山の会代表 滝澤優子（すみれ 41-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩やかな坂を楽しく登る         茅ヶ岳(1703m)山頂で記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

金ヶ岳(1764m)の山頂からの富士山   記念撮影！ 
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2-3-9 手あみの会 

 

 

 

手あみの会は、手あみ愛好者が編物の基礎的な技法を学ぶ集まりで、私（こおり）が

講師を務めます。1976年、私は自宅で「すみれ手あみ教室」を開き、市内・外へは出張

指導もしました。その実績と手あみ師範の資格を請われて、1996 年、北山田小学校コ

ミュニティハウスの第一回自主事業で手あみの講師を務めました。事業終了後、更に手

あみを習いたい人が集まって、手あみの会が出来ました。私が引き続いて講師を務め、

今年で 20年になります。 

手あみの会では、皆が別々に作品をあむ個別指導です。講師は、着る人の採寸と試し

あみを基にゲージを割り出し、あみ図を引きます。あむ人は、図面どおりにあむうちに、

正確なあみ方を覚えます。これが仕上がれば、体型を美しく包む、着やすく暖かい手あ

みの作品が出来上がります。それは身についた技術の結晶で、一本の糸を大きな作品に

あみ上げた努力の賜物であり、何物にも優るたった一つの宝物です。 

手あみの会は、毎月第一・第三金曜日、10時から 12時まで、北山田小学校コミュニ

ティハウスで開いています。会費は月 2000 円、材料費は実費です。どなたでも見学に

おいでください。 

私は、40 年に亘って手あみに関わる方々に、より高度な手あみの技術を紹介しよう

と努めてきました。手あみは独りで、いつ、どこでも静かに楽しめます。手あみに興味

のある方は、下記までご連絡ください。お待ちしております。 

●連絡先 

 すみれが丘 31-19 郡（こおり）照子 

 電話：045-592-0002 

 

  
第１４回作品展の様子 
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2-3-1 盆踊会 

 

 

 盆踊会は すみれが丘町内会で盆踊り大会が開催されていました頃、盆踊りを続けたい

という有志の方々が集まり、“盆踊会（ぼんようかい）”と命名して発足いたしました。 

 毎月第２木曜日の午後２時から２時間、すみれが丘会館の２階で、15 曲程踊っておりま

す。 

 すみれ夏祭りでも毎回踊りを披露してい

ます。夏には他の町会からもお祭りへのお誘

いをいただき、運動のつもりで、夜を徹して

踊っております。都筑区の公会堂での発表会

にも出演しています。 

 音に合わせ、振りの順序を覚え、そして手

足を思い切り動かすことがとても楽しく、最

も手近な楽しい集いになっております。 

 ぜひ、ご一緒に楽しみませんか。下記にご

連絡ください。 

 

●連絡先 

   すみれが丘 15−41 田玉 勇子 

   電話：（５９２）６５４７ 
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2-3-1 緑の仲間 

 

 

●活動内容 

 すみれが丘には、それぞれ工夫を凝らした個性的な庭が沢山あります。 

「緑の仲間」は、街歩きの時、知らない花や樹木の名前がわかったらどんなに楽しいだろ

うという気持ちから始まった、庭木等に名札を付ける活動です。 

名札の色は、グレー、赤、茶、グリーンの４色。3枚までは無料配布です。 

年に４回程情報チラシ（カラー２枚つづり）を会員に発行。投稿も出来ます。 

 

皆で何かをするという活動ではありませんが、新しいつながり方が出来ればと思ってい

ます。 

庭いじりの合間に通りがかりの方と、ちょっと親しい会話が出来たら、それはガーデナ

ーの嬉しい時間。又、違った輪が広がるかもしれません。 

現在会員は 35名です。会費は、ありません。 

情報紙のみの参加でもかまいません。 お花の好きな方「緑の仲間」にどうぞ。 

 

●連絡先： 

氏名：赤澤 礼子（すみれが丘 18-11） 

電話：045-592-0443 

メール：r_akazawa@e08.itscom.net 

 

        

名 札 （茶）              情 報 紙 
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随時、受け付けております。 

＜お問い合わせ先＞ 

info@kendo-sumiregaoka.com 

２－４ スポーツ活動 

 ここでは、主にすみれが丘で活動しているスポーツ活動団体（すみれが丘小学校体育

館利用団体協議会加盟団体等）をご紹介します。参加募集している団体もありますので、

参考にしてください。 

2-4-1 すみれが丘剣友会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

小学生 1000円/月 

    中学生以上 500円/月 

その他 スポーツ保険料 

水曜日 午後 7時～9時 

     土曜日 午後 6時～9時 

     日曜日 午前 9時～12時 

＜場 所＞ 

すみれが丘小学校・北山田小学校・ 

牛久保小学校・東山田中学校・東山

田小学校（日によって変わります） 

※駐車場がございませんので、送迎

でお願いします。 

 

「剣道とは剣の理法の修練による人間形成の道である」という、日

本剣道連盟の掲げる理念のもと、明るく、楽しく、礼儀正しく、将来社会人

になり世間の荒波にも立ち向かうことのできる強く、優しく、他人の痛みを

理解できる存在感のある人間を育成することを目標としています。 

理 念 

～40 年の歴史をもつ伝統ある剣友会～ 

  昭和 48年、当時の横浜市港北区にできた新しい街「すみれが丘」で剣友会の創

始者である中島昌一郎先生が、近所の子供たちを集めて草原で稽古を始めたのが

「すみれが丘剣友会」の始まりです。 

稽 古 会 費 

 

見学・体験 

 

mailto:info@kendo-sumiregaoka.com
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2-4-2 すみれバスケットボールクラブ 

 

 

すみれバスケットボールクラブが、すみれが丘小学校体育館で活動して約３５年です。

その間たくさんの先生方、父母の方が指導し、現在指導している私にバトンを渡されまし

た。 

私が初めて関わった卒業生が３２才となりました･･･ 

約２０年すみれ小の体育館に通い続け、今も子供達と楽しくバスケをしています。 

 

チームは、 

１．思いやりを持って行動する 

２．クラブに関わる人に感謝の気持ちを 

３．自分達ですべて行う 

というモットーを現在も実行しています。 

 

小学校 1年生から６年生女子チームです。 

２２名の子供達と指導者２名で毎週水曜日１７時から２０時、毎週土曜日１３時から１

８時に練習を行っています。 

バスケットボールを楽しみながら、礼儀や挨拶を身に付け、自分達で全てを行うことで

自立心や責任感が育てられます。 

はじめはみんな初心者です。見学はいつでも歓迎ですので興味のある方は下記までご連

絡下さい。 

 

●連絡先 

父母代表 重松真紀子 

電話   ０４５－５９１－５７６２ 

メール  shige-lisa1214rei917takuma207@docomo.ne.jp 

 

 

 

 

mailto:shige-lisa1214rei917takuma207@docomo.ne.jp
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2-4-3 すみれ卓球クラブ 

 

 

すみれが丘町内会 40周年おめでとうございます。 

私たちすみれ卓球クラブ（TTC）は、1982年からすみれが丘小学校を拠点として、活動を

している卓球クラブです。町内会とは、毎年小学校で行われる夏祭りに毎年カキ氷などを

出店させていただき、長いお付き合いになります。 

当初は、地域の方中心の少人数のクラブチームでしたが、徐々に部員も増え、現在は、中

学生から 70代の方まで、約 35名の部員で活動しています。 

年間 5回の都筑区の大会に参加。男子 1部/2部、女子 1部/4部/5部でそれぞれの場所で

かなり本気（？）で優勝をめざし、時折奇声をあげたりしながらも、和気あいあいと練習に

励んでおります。 

以前卓球をされていた方等、ご興味のある方は、ぜひお越しください。 

 

●連絡先等 

練習日：木（18時～21時）日（9時～12時）隔週土（18時～21時） 

連絡先：田代紀子 

電話：045-592-2245 

メール：nory-t@tk2.so-net.ne.jp 

 

 

 

  

mailto:nory-t@tk2.so-net.ne.jp
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2-4-4 すみれブルズ 

 

 

 すみれブルズは、2012 年すみれが丘小学校おやじクラブのメンバーが中心となり結

成されたソフトボールチームです。現在所属メンバーは 30 歳代から 50 歳代のおやじ

たちです。 

 2013 年より都筑区ソフトボー

ル連盟に参加、2014 年から都筑

区中心に活動するチームで構成

する「北リーグ」にも参加してい

ます。当初の勝率はいまひとつ

でしたが、2014 年の初勝利後チ

ーム力は大きく向上し、2015 年

度には 7 勝を挙げ、先述の「北

リーグ」においては、参加２年目

で見事優勝を飾りました。 

 すみれ夏祭りでは、すみれが

丘小学校おやじクラブと共同で

出店も行っています。 

練習は、月２回土曜日の早朝

にすみれが丘第一公園で実施し

ています。練習にはまた、試合に

勝ったときや年末には楽しい飲

み会を開催し、メンバーの親睦

とチームの結束を高めていま

す。 

日頃のストレス発散、運動不

足の解消、そして何よりもチー

ムメイトとの楽しい交流が得ら

れる場となっています。今後も

かっこいいおやじとして、子供

たちにも誇れるように活動を続

けて行きたいと思います。 

 

●運営体制 

監督：正田、部長：菅地、キャプテン：本吉、マネージャー：清水 

（交流戦申込などの連絡はメール（shi.mi.zu.2106@gmail.com）まで 

 

 

      

北リーグ優勝！（2015年） 

初勝利！（2014年） 

mailto:shi.mi.zu.2106@gmail.com
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2-4-5 茅ヶ崎エンデバーズ 

 

 

茅ヶ崎エンデバーズは都筑区少

年野球連盟に所属する軟式少年野

球チームです。 

すみれが丘小学校をはじめ、茅

ヶ崎台、茅ヶ崎東、北山田、南山田、

都筑、中川西など様々な小学校の

子どもが在籍しており、友達の輪

を広げることにも役立っていま

す。 

■チームの特徴 

小学生は野球が楽しいと思える

ことが大事。小細工なしの「思いっ

きり野球」を目指します。常に全力

で向かう、全力プレー、フルスイン

グを貫いています。勝ちは目的で

はなく目標として、練習で厳しく

試合では楽しんでプレーさせ、「自

然体の野球」を実践しています。 

主な練習場所は、すみれが丘公

園、すみれが丘小学校、茅ヶ崎台小

学校、東方公園、葛が谷公園です。 

また、すみれ夏祭りには、焼き鳥

屋を出店し、地域活動に積極的に

参加しています。2015 年の夏祭り

では、野球少年がかわいいダンス

を披露しました！ 

少年野球の思い出は、子どもの中にも大人にも決して色あせずに残るものです。チーム

メイトの家族ぐるみで一生懸命子ども達をサポートし、かけがえのない時間を過ごしてみ

ませんか？ 

 

●連絡先等 

代表  ： 佐々木 

事務局 ： 三品 

●茅ヶ崎エンデバーズ ホームページ ：  

http://chigasaki-endeavors.chukai.net/index.html 

 

  

http://chigasaki-endeavors.chukai.net/index.html
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2-4-6 パンヂーズ 

 

 

すみれが丘パンヂ―ズは、「ソフトボールを通じて健康、地域社会との調和をはかる。」を

ポリシーとして 1977年に結成され今年創部 38年目のチームです。 

 創部以来、南山田をはじめとする近隣地区で北リーグを創立させリーグ戦を行うととも

に川崎市宮前区と交流試合を行うなどの活動を続けています。さらに、1994 年に都筑区が

誕生してからは、都筑区ソフトボール協会にも加盟し区大会に参加しています。 

現在の活動は、毎週日曜日（第 3日曜日を除く）10時～12時の 2時間をすみれが丘公園

のグランドで練習を行っています。そして、北リーグ戦 6試合、都筑区の春大会と秋大会

に一般の部・壮年の部のトーナメント戦の公式試合を行っています。 

メンバーは 18 人で、20 代から 70 代までの幅広い年齢層で構成しており、和気あいあい

としています。  

現在、部員募集中です。 初心者、経験

者問わずソフトボールを楽しみたい方

は下記までご連絡くださるか、すみれが

丘グランドまでお越しください。なお、

見学・体験入部も歓迎です。 

 

●連絡先 

氏名：黒田房男 

電話：045-913-7562 

メール： 

(携帯)f.kuro_0321@ezweb.ne.jp 

(PC) cif19260@syd.odn.ne.jp            ＜区秋季大会にて＞ 

チーム紹介ウェブサイト： 

http://www.ikz.jp/hp/11777/ 

 

 
＜練習風景＞  

mailto:f.kuro_0321@ezweb.ne.jp
mailto:cif19260@syd.odn.ne.jp
http://www.ikz.jp/hp/11777/
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2-4-7 横浜すみれサッカークラブ 

 

 

横浜すみれサッカークラブ 代表 末吉雅廣 

 

 すみれが丘町内会発足 40周年おめでとうございます。 

 これは町内会の皆様のチームワークの賜物と心よりお祝い申し上げます。 

 30年前すみれが丘小学校に通う子供たち 40人程でスタートしました「すみれが丘少年サ

ッカークラブ」（99年に「横浜すみれサッカークラブ」に改称）も、お蔭様で現在は部員数

約 200 名の規模となり、区大会や市大会では毎年上位の成績を収めることができるように

なりました。 

 発足当初はいろいろと苦労がありましたが、私どものクラブが今日あるのは日頃から町

内会の皆様より暖かいご支援を頂いてきましたお陰と心より感謝申し上げております。 

 最近では、すみれ夏祭りでの出店のお手伝いなど、すみれが丘町内会の皆様とご一緒に

活動させて頂く機会も続いており、大変有難く思っております。 

 すみれが丘町内会の今後益々のご発展を心よりお祈りしております。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

64 

 

２－５ 各種習い事教室 

 すみれが丘の町内には、自宅を利用して教室を開き、主に子どもたちの力になりたい

と書道や英語などを教えておられる方がいます。ここではそのような活動をご紹介し

ます。 

 

2-5-1 ＥＣＣジュニアすみれが丘教室 

 

ケヤキ並木のある落ち着いた住宅地に惹かれて、平成８年に越してまいりました。そし

て、その家の一部屋で、自分の好きだった英語の教室を平成１０年４月に開きました。自分

の子供たちもふくめて、地域のお子さんたちの役に立てれば、という気持ちからでした。 

夢中で過ごすうちに、早や１８年も経ち、総勢２８０名以上の生徒達とふれあい、お付き

合いさせてもらいました。自分の子供たちをはじめ、最初の頃の生徒たちはもう立派に成

人し、社会人になっています。中には英語を使って仕事している子たちもいます。若いみん

なの活躍を耳にすると、自分のことのようにうれしく思います。 

英語を学ぶには、やはり、日本語も同じように豊かにしていく必要性も感じ、そのきっか

けになればと、英検以外に、漢検も当教室で受けられるようにしました。どなたでも受けら

れますので、ご興味がある方はどうぞお気軽にいらしてください。 

また、すみれが丘小学校の「すみれっこひろば」という本読みのサークルにも所属し、

時々小学校に行きます。私は主に、英語の絵本を中心に読んでいます。子供たちの目が、お

話の世界に吸い込まれるように輝くのを見るのが好きです。本を通して、心豊かな人に育

ってほしいと願っています。 

国際化していくこの社会の中で、コミュニケーションの道具として、英語が必要なこと

が多くなると思います。そんな時、堂々と意見や考えを言えるようになると良いですね。未

来の社会に羽ばたいていく子供たちの助けになりたいと思っています。単なる勉強の場だ

けでなく、一人一人の子供たちの憩いの場でもありたいと思っています。 

幼児から小中高校生、大人のクラスがあります。英検コースもあります。それぞれ、無料

体験レッスンがあります。お気軽にお問い合わせください。 

 

●連絡先 

講師：久保知子 

電話：045-593-9507 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスパーティにて 
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2-5-2 平井書道教室 

 

 

平井書道教室は平成 24 年の８月に始めました。長年、このすみれが丘で子供たちに

書道の持つ魅力を伝えたいと考えていましたが、ようやくかないました。これからもラ

イフワークとして続けて行きたいと考えています。 

書道はもちろん字をきれいに書けるようになるということもありますが、一筆一筆に

気持ちを込めることで、集中力も身に付きます。ここでは、ただ静かに字を書くだけで

なく、合間には友達同士などのおしゃべりもあり、子供たちは楽しんで通ってくれてい

るようです。 

現在男の子 13名、女の子 24名、大人 4名が通って

います。進級の程度はさまざまですが、皆自分の段級

が上がっていくことを励みにして頑張っています。そ

んな彼ら、彼女らを少しでも伸ばしてあげたいと思っ

ており、今では子供たちが都筑区などいろいろなとこ

ろで賞をもらうことがとても楽しみとなっています。 

書道は「感覚を磨く」ものでもあります。そこで、

直接手を取って指導することや、気づいたことはその場で教えることを重視していま

す。子供たちが一生「筆を走らせる」という感覚を覚えていてくれるならば、これにま

さる喜びはありません。今後も地域の子供たちのために頑張って教室を続けていきた

いと思います。 

●連絡先 

指導 ：平井青萍（雅号） 

連絡先：045-590-3766 

備考 ：体験は１ヶ月無料です（月謝は 3 千円）。少人数できめ細かく指導します。

通う日の振替も可能です。 
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２－６ 横浜市等からの委嘱委員活動 

すみれが丘では、横浜市からの委嘱を受けて、地域のためにさまざまな委員活動を行っ

ておられる方がおられます。これらの委員は、町内会の推薦に基づき、横浜市長等から委

嘱を受けて就任しています。担っておられる方またその連絡先については、総会後に各戸

配付される役員・組長名簿をご覧ください。ここでは各委員の概要をご紹介します。 

 

 

 

2-6-1 横浜市スポーツ推進員 

 

すみれが丘では、2015 年現在で３名の方がスポーツ推進委員として活動されていま

す。 

このスポーツ推進委員は、町内会を中心とした各地域におけるスポーツ・レクリエー

ションの普及活動や市のスポーツイベントの運営協力等を行うなどにより、地域に根

ざしたスポーツを推進するものです。都筑区では 114名が活動しています。報酬はあり

ません。主な職務は下記のとおりです。 

１ 住民に対するスポーツ・レクリエーションについての理解と関心を高めるための

普及活動（地区健民祭や運動会等の実施） 

２ 地域の人たちのスポーツ・レクリエーション活動の促進のための組織の育成・指導

（総合型地域スポーツクラブや学校開放への協力）  

３ 市・区・地区のスポーツ・レクリエーション振興事業への参画、推進（横浜マラソ

ン等への運営協力や各区マラソン大会・水泳教室などの運営） 

４ 各種スポーツ・レクリエーション団体その他関係団体の事業への協力（区体育協会

の事業への協力） 

５ 後継指導者の育成・発掘 

６ その他地域の人たちのスポーツ・レクリエーションの普及・振興のための必要な指

導・助言 

【参考サイト】 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/kumin/taisi.html 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/sports/taishi/ 

※都筑区では、スポーツ推進委員の広報委員が「推進委員通信」を年１回発行していま

す。 

 

 

 

2-6-2 横浜市青少年指導員 

 

すみれが丘では、2015年現在で３名の方が青少年指導員として活動されています。 

この青少年指導員は、地域社会における青少年の自主的活動とその育成組織活動を推
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進することにより、青少年の健全育成を図ることを目的として、横浜市から委嘱されて

います。青少年指導員は、町内会など各地域からの推薦により選出されており、それぞ

れの地域で青少年の健全育成のために活動しています。（平成 27年４月現在、都筑区内

に 115人） 

 なお、「都筑区青少年指導員連絡協議会」が都筑区内の青少年指導員によって組織さ

れ、主に青少年の健全育成を目指したイベント等の活動を行っています。 

•コンビニ・ビデオショップに対する有害環境調査 

•カラオケボックスに対する社会環境実態調査 

•非行防止キャンペーンにおける啓発活動 

•育成者同士の情報交換のための各種研修会・研究会 

 

 

 

 

2-6-3 環境事業推進委員 

 

 

すみれが丘では、2015 年現在で４名の方が環境事業推進委員として活動されていま

す。 

この環境事業推進委員は、町内会の推薦に基づき市長の委嘱を受け、地域のごみ集積

場所で分別排出やごみ出しマナーの普及啓発、区民まつりや地域のイベント会場でご

みの分別啓発などの活動をしています。市が開催する、ごみ焼却施設・リサイクル施設

の見学会で「ごみと資源」の処理過程の見学も行います。また、区役所と地域のパイプ

役となり、ごみの減量と街の美化に取組む「ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プラン」を推進

する大切な役割を担っています。 

都筑区では現在、182人の環境事業推進委員が活躍しています。 

●主な活動内容 

・ごみ集積場のマナー向上 

・３Ｒ行動※の実践、啓発活動 

・地域清掃活動の推進 

・清潔できれいな街づくりの推進 

・住民からの相談と行政機関への連絡 など 

※３Ｒとは、リデュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（資源として再

生利用）の３つの頭文字のＲを取った言葉です。 

 

 

 

2-6-4 保健活動推進委員 

 

すみれが丘では、2015年現在で３名の方が保健活動推進員として活動されています。 
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この保健活動推進員は、地域の健康づくりサポーターとして、地域の皆さんの健康づ

くりをすすめるものです。町内会や自治会の推薦により、委嘱されます。都筑区では 13

の地区で、約 200人が地域に根ざした活動をしています。    

都筑区各地区での健康づくり活動として、ウォーキング、簡単健康チェック、健康体

操、たばこの害の啓発、都筑野菜を使った料理教室、子育て支援、高齢者支援などを行

っています。  

このほかにも区民まつりや、つづきウォーク＆フェスタなどの区の行事にも参加し

て、健康づくりの啓発活動を行っています。  

●問い合わせ先 

都筑福祉保健センター 健康づくり係（都筑区役所 2階 23番窓口） 

電話  ：０４５－９４８－２３５０ 

Ｆａｘ：０４５－９４８－２３５４ 

 

 

 

 

2-6-5 民生・児童委員 

 

すみれが丘では、2015 年現在で４名の方が民生委員・児童委員として活動されてい

ます。 

この民生委員・児童委員は、地域の誰もが安心して暮らせるよう、住民の立場に立っ

て相談に応じ、必要な援助につなぐ役割を担っています。都筑区内では約 180人の民生

委員・児童委員が３年の任期で厚生労働大臣より委嘱を受け、区内の 10 地区ごとに活

動しています。 

役割の一つは、地域の身近な相談役となることです。それぞれの民生委員児童委員に

は受け持ち地区があり、住む人からの相談を受けたり、訪問や見守りを行っています。

実際に支援が必要となる人には、地域の福祉保健活動を紹介したり、地域ケアプラザや

区社会福祉協議会、区役所など公的な支援機関につないでいます。  

 もう一つは、身近な相談役として日頃感じている福祉ニーズを、地域の支えあいの活

動につなげていくコーディネートの役割です。すみれが丘でも町内会の行事やボラン

ティア団体の活動が多くあります。これらの活動に取り組む役員やボランティアと話

し合い、支援を必要とする人に地域の支援を届けるとともに、新たな福祉ニーズに応じ

た取組を町内会の役員やボランティアと一緒に進めています。  

民生委員・児童委員は、地域に住む人を見守り、地域の活動や公的な支援の窓口につ

なぐ地域の福祉保健の結び目として、暮らしの安心を支えています。  

【参考サイト】 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/fukushi/jigyou/katudo096.html 

 

 

 



 

69 

 

 

2-6-6 主任児童委員 

 

民生委員、児童委員のうち、児童福祉を専門的に担当するのが主任児童委員です。す

みれが丘では、2015 年現在で１名の方が活動されています。都筑区では各地区に２人

ずつ委嘱されており、学校や地域と連携して子どもたちの成長を見守るほか、地域の子

育て支援の行事に携わったり、赤ちゃん会・保育園の園庭開放に協力するなど、子ども

を中心に取組を進めています。  

【参考サイト】 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/fukushi/jigyou/katudo096.html 

 

 

 

 

2-6-7 消費生活推進員 

 

すみれが丘では、2015年現在で１名の方が消費生活推進員として活動されています。 

この消費生活推進員は、消費生活に関する知識を深めて地域に広げることで、地域の

皆さんの安全で快適な消費生活の実現を目指しています。都筑区では 124人、横浜市全

体では約 1,700人の方が、市長から委嘱を受け活動しています。 

主な活動には以下のようなものがあります。 

●地区活動の実施 

地区内の消費生活推進員で協力しながら、地区ごとに活動しています。 

  《例》悪質商法被害防止のビデオ・寸劇 

     クーリング・オフ制度の啓発講座 

     情報紙の発行・回覧などの広報活動 

     工場見学会の実施    

●都筑区民まつりにおけるフリーマーケットの運営 

都筑区民まつりで、啓発ブースの出店やフリーマーケットを行っています。だまさ

れやすさ心理チェックを行い、参加していただいた方に啓発品をお渡しする等してい

ます。 

●リサイクル情報板の運営 

家庭内で不要になったものを、お互いに再利用することを目的として、区役所１階

区民ホールに申し込みのあったカードを掲示しています。 

詳しくは、「リサイクル情報板」のページをご覧ください。 
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2-6-8 防犯指導員 

 

すみれが丘では、2015年現在で１名の方が防犯指導員として活動されています。 

この防犯指導員は、横浜市長から委嘱を受け、犯罪の未然防止や、市民の防犯意識の

向上、地域の防犯力の向上を図っています。各家庭や町会・自治会への防犯指導及び犯

罪多発地域のパトロールなどの業務を行い、安全で安心なまちづくりの実現に取組ん

でいます。 

【参考サイト】 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/020/

173/bouhansidouin_yoko.pdf 

 

 

 

2-6-9 交通安全指導員 

 

 

すみれが丘では、2015年現在で２名の方が交通安全指導員として活動されています。 

この交通安全指導員は、都筑交通安全協会山田支部のメンバーとして、山田地区の交

通安全を推進し、交通事故の無い安全安心な町づくりを目指して活動しています。 

交通安全運動としてのキャンペーン活動、広報活動、街頭活動の他、交通安全講習会

支援や新入生へのランドセルカバー贈呈なども行っています。 

 

 

 

 

2-6-1 都筑少年補導員連絡会補導員 

 

すみれが丘では、2015年現在で１名の方が少年補導員として活動されています。 

この少年補導員は、日本の将来を担う少年が明るく健やかに育つことを目指し、少年

の非行防止と健全育成のための活動をする少年警察ボランティアで、区の警察署長か

ら委嘱された民間スタッフです。 

『地域の少年は、地域で育てる』をモットーに、神奈川県内では約 1,500人の少年補

導員が活動しています。 

少年補導員には、それぞれ担当する学校があり、子ども、保護者、学校の応援団とし

て、学校区を中心に、地域に根ざした様々な活動をしています。 

【参考サイト】 

https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d1b000_01.pdf 
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2-6-1 公園愛護会 

  

公園愛護会は、横浜市と協力して地域の「庭」で身近な公園の清掃・除草等の日常的

な管理を行うボランティアの団体のことです。各地域で活動しており、市からは活動に

必要な機材等の提供を受けています。横浜市では公園愛護会のホームページを公開して、

活動状況などを広報しています。下記サイトをご覧ください。 

【参考サイト】 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/aigokai/ 

すみれが丘の公園愛護会は、主に第一公園の花壇の整備などを行っています。 

 現在一緒に活動していただける方を募集しています。下記までご連絡ください。 

 ●連絡先 

  愛護会会長 ： 上村良雄（すみれが丘 6-16） 

  電話    ： 592-1846 

 

 

 

 

2-6-1 明るい選挙推進委員 

 

民主主義の基盤となる、不正のないきれいな選挙と投票総参加をめざすため、全国の

都道府県・市区町村では「明るい選挙推進協議会」（民間団体）が組織され、活動して

います。横浜市でも各区に協議会があり、役員、推進委員、推進員により構成されてい

ます。 

 すみれが丘でも、町内会からの推薦等を経て就任された、明るい選挙推進員が 10 名

活動しており、選挙の際には期日前投票所の投票立会人を務めたり、投票所となるすみ

れが丘小学校で投票管理者、立会人を務めたりしています。 

 

 

 

 

2-6-1 家庭防災員 

 

  家庭防災員制度は、自助から始まり地域防災の担い手にもつなげる研修制度として、

一人でも多くの市民が本研修を受講し、防火・防災に関して必要な知識及び技術を身に

付けることを目的としています。研修（１年間に数回）を受けた方が家庭防災員です。

研修を受けるには町内会からの推薦を受けていただく必要がありますが、どなたでも

応募できます。また、各地で家庭防災員が主体となり、ご近所や地域の安全のために行

う自主的な活動を行っていますが、活動には補助金の助成制度もあります。 

 横浜市消防局では、家庭防災員になることを広く呼び掛けています。すみれが丘でも、
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16 名の方が家庭防災員の研修を受けました。活動しています。皆様もぜひご応募くだ

さい。 

 研修では以下のようなことが学べます。 

●防火・救急 

•制度の趣旨、出火防止対策、119番通報要領、避難要領、初期消火 

•応急手当（止血法・骨折時の処置）、救命処置要領（AEDを含めた心肺蘇生法） 

●地震・風水害対策 

•家庭内の安全性シミュレーション、家の耐震性、安否の確認方法、各種情報の入手

方法、地域の防災組織、災害の事例と教訓、災害発生時の対応方法、災害図上訓練（Ｄ

ＩＧ：ディグ） 

【参考サイト】 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/kabou/ 
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●すみれが丘町内会会則 

すみれが丘町内会会則 
 

第１条 本会は、すみれが丘町内会と称し、事務所をすみれが丘会館内に置く。 

 

第２条 本会の会員は、すみれが丘区域内に居住又は事業を営むもので、入会の手続

きをした、個人会員、特定個人会員及び法人会員により構成する。ただし、

特定個人会員は、組長その他の役職の遂行が困難であると役員会が承認した

ものに限る。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 本会は、会員相互の親睦と融和をはかり、もって地域社会の向上発展及び住

民が安心して暮らせるまちづくりの推進を目的とする。 

 

第４条 本会は、前条の目的達成のために、次のことを行う。 

１ 防犯灯の維持、管理 

２ 防犯、防火、防災、交通安全に関する活動 

３ 福祉、環境、保健衛生に関する活動 

４ 諸行事の企画、実施 

５「すみれが丘会館」の管理、運営 

６「すみれが丘公園多目的広場」の管理、運営 

７ 簡易保険の保険料団体払込制度による、保険料払込団体の運営 

８ その他必要と認められる事項 

 

第３章 役員及び組長 

第５条 本会に次の役員を置く。 

会長１名、 副会長５名以内、総務１名、会計１名、監事２名以内、ブロッ

ク会長 若干名、専門部会長 若干名 

 

第６条 役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は、会を代表し会務を総括する 

２ 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その任務を代行する 

３ 総務は、会の運営上の企画及び庶務を担当する 

４ 会計は、会計事務を担当する 

５ 監事は、会の運営及び会計を監査する 

６ ブロック会長は、担当ブロック内の組長をまとめ、ブロック内会員の意

見等を調整する 

７ 専門部会長は、各部会を統括する 

８ 役員は、役員会に出席し、各事業の企画立案及び運営などに関し参画す
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る 

第７条 役員の選出は、次のとおりとする。 

１ 会長、副会長、総務、会計及び監事は、総会において選出する 

２ ブロック会長及び専門部会長は、会長の推薦により役員会において決定

する 

 

第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再選を妨げない。 

補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第９条 本会に、会の各事業の円滑な運営をはかるため、組長を置く。 

１ 本区域内を別に定める組に分け、各組内の会員(原則として町内会役員

を除く)は、互選により組長１名を選出する 

２ 組長は、組内をまとめブロック会長と連絡をはかる 

３ 組長は、組を代表して総会に出席する 

４ 組長は、別に定める専門部会のいずれかに所属し、専門部会の活動に参

加する 

５ 組長は、別に定める方法で町内会費の集金を行う 

６ 組長は、担当地域内に転入する住民に本会の趣旨を説明し、入会を勧誘

する 

７ 組長の任期は、総会開催の日より翌年の総会開催の前日までの１年とす

る 

 

第１０条 本会に顧問を置くことができる。 顧問は会長が委嘱する。 

顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

第４章 会議及び運営 

第１１条 総会は、毎年４月に会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めたとき、

又は会員の３分の１以上の要求があったときは、臨時総会を招集しなければ

ならない。 

総会は、委任状を含め組長の過半数の出席により成立する。 

総会の議長は、会長が指名する。 

総会の議事は、委任状を含め出席者の過半数をもって決する。ただし、可否

同数のときは、議長がこれを決する。 

総会は、次の事項を審議決定する。 

１ 事業計画 

２ 予算及び決算 

３ 役員（会長、副会長、総務、会計及び監事）の選出 

４ 会則の改定 

５ その他役員会が必要と認める事項 
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第１２条 役員会は、事業その他の重要事項を審議、承認、決定するものとし、その運

営は下記による。 

１ 役員会は、毎月１回定期的に開催する 

なお、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる 

ただし、臨時役員会は、原則、開催日の３日前までに開催の通知をしな

ければならない 

     ２ 役員会は、過半数の出席により成立する 

     ３ 役員会の議長は、会長、又は会長の指名する役員がこれを務める 

     ４ 役員会の決定は、多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決す

る。なお、緊急を要する場合は、会長、副会長、総務及び会計担当役員

が協議決定し、その後最初に開かれる役員会で承認を得ることができ

る 

 

第１３条 本会の事業を円滑に遂行するため、部会長、担当組長及び参加を希望する会

員で構成する専門部会を置く。 

専門部会は、次の事項を協議、決定、実施する。ただし、年度計画及びその

他の重要な決定については、その実施の前に役員会の承認を得ければならな

い。 

１ 年度計画 

２ 専門部会活動の企画、運営に関する事項 

３ その他専門部会長が必要と認める事項 

 

第１４条 会長は、必要に応じて組長会を招集し、事業計画の立案、推進、その他につ

いて組長の意見を求めることができる。 

 

第１５条 会長は、特定の目的を遂行するため役員会の承認を経て、役員、組長及び会

員を構成メンバーとする委員会を設置することができる。 

 

第１６条 「すみれが丘会館」及び「すみれが丘公園多目的広場」の管理、運営に関す

る規定は別途定める。 

 

第５章 会費及び会計 

第１７条 本会の会費は、個人会員及び特定個人会員一世帯月額２００円とする。ただ

し、集合住宅居住者は同１５０円、法人会員は同５００円とする。 

 

第１８条 本会の経費は、下記の収入をもってこれに充てる。 

１ 会費 

２ 官公庁よりの助成金及び謝金 

３ 簡易保険の団体払込制度による割引額 
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４ 会館使用料 

５ 祝い金及び寄付金 

なお、必要に応じ総会の承認を経て、臨時会費を徴収することができる。 

 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとす

る。 

 

第２０条 会員又はその家族の死亡に際しては、弔慰金を贈る。その額は役員会の議を

経て定める。 

 

第２１条 町内会活動に必要な会合への出席及び費用は、役員会の議を経て定める。 

 

付  則 

本会則は、昭和５０年６月１日より施行する。 

昭和５２年４月２８日一部改定 

昭和５４年５月１３日一部改定 

昭和５７年６月１３日一部改定 

昭和６２年４月２６日一部改定 

平成 元年４月２３日一部改定 

平成 ６年４月２４日一部改定 

平成 ８年４月２１日一部改定 

平成１５年２月２３日一部改定 

平成１７年４月１７日一部改定 

平成２０年４月２０日一部改定 
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●会員細則 

すみれが丘町内会会員細則 
 

（目的） 

第１条 この細則は、すみれが丘町内会会則に基づき、本会の運営及び会務の執行につ

いて、会則に定めない補足事項を定めることを目的とする。 

 

（弔慰金 会則第 20条） 

第２条 会員又は同居の家族が死亡したときは、香典等として 5,000 円を贈る。なお、

役員が死亡した場合は香典等として 10,000円を贈る。 

 

（町内会活動費用 会則第 21条） 

第３条 町内会活動に伴う通信費等の費用に充てるため、役員には一人あたり年間

3,000円を支給する。 

 

付 則 

本細則は、平成２１年４月１９日より施行する。 
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●町内会館運営要綱、会館使用規定 

すみれが丘町内会館運営要綱 
第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この要綱は、すみれが丘町内会（以下「町内会」という）所有のすみれが丘会

館の運営を円滑に行なうために設けるものである。 

 

（会館の呼称） 

第２条 本会館はすみれが丘会館（以下「会館」という）と称する。 

 

（会館の定義） 

第３条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進をはかるとともに、会員の親睦を高める

場として、会議、会合、サークル活動等及び運営委員会が認めた営利事業の利

用に供するため、会員の合意に基づく出資により設置した建物及びその他付属

設備をいう。 

 

（会館の所在地） 

第４条 会館の所在地は、横浜市都筑区すみれが丘 37－28番地とする。 

 

第２章 運営 

（運営委員会） 

第５条 会館の運営を民主的に行なうため、運営委員会（以下「委員会」という）を組

織する。 

 

（委員会の構成） 

第６条 委員会の構成は町内会役員、会館管理人及びその他適任者により組織する。 

 

（委員会の権限） 

第７条 委員会は、会館運営の監督並びに決定権を持つ。 

    なお、委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。 

 

第３章 会館使用 

（使用申請） 

第８条 会館の使用を希望する者は、所定の使用願により会館使用規定に定めた条件を

遵守して委員会に申請するものとする。 

 

（使用許可） 

第９条 会館の使用は、町内会活動に支障のない限り、許可するものとする。 

    なお、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。 

    1.騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。 
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    2.委員会の承認を得ない営利事業。 

    3.会館使用機定を遵守しない恐れのある場合。 

    4.その他管理上支障のある場合。 

 

（使用規定） 

第１０条 会館の使用規定は、別途に定める。 

 

第４章 その他 

（経費負担） 

第１１条 会館を使用する者は、光熱、水道料、保守費、その他の経費を負担する。料

金の金額及び納入は、別途使用規定に定める。 

 

（使用者の義務） 

第１２条 会館を使用するに際して、使用規定を守るものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定められていない事項は、委員会で協議決定し、町内会役員会の

承認を得るものとする。 

  1.要綱の改廃は、町内会総会の議決により決める。 

 

付 則 

     この要綱は、昭和５６年１０月１日より施行する。 
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●すみれが丘会館使用規定 

すみれが丘町内会館使用規定 
 

１． 会館の使用は、すみれが丘町内会々員個人及び同会員が責任者となっている団

体（サークル）とする。（責任者とは会館使用中に常時参加し、使用行為に責任

の取れる人とする） 

２． 使用を希望する時は、原則として利用月の前月 1日までに、運営委員会にて定

めた使用申請書にて申請し許可をうける。（提出先は管理人、申請用紙は管理人

のところに有ります） 

許可後運営委員は毎月、翌月分の会館利用表を作成し、その写しを管理人が保

管する。 

使用申請締切後に使用を希望する場合は、管理人のところにある会館利用表を

みて、空いている時間帯を使用申請書にて申請し、管理人の許可を受ける。但

し、営利行為（月謝を集めて行う教室等をいう）を伴う場合は、運営垂員会に

て審査のうえ使用の可否を決定する。 

３． 営利行為を伴う使用の継続は 6ヶ月を限度とする。期間は原則として毎年 1月

～6月、7月～12月。 

４． 許可されたら、下記に定めた使用料金を支払った後に（定期的に利用する団体

は原則として 1ヶ月分前納）会館の鍵を管理人から借りて定められた通り使用

する。 

５． １階和室は営利行為の使用を禁止すると共に、子供のサークル活動のための使

用は原則として禁止する。 

６． 次の場合は希望通り許可されないことがある。 

イ）町内会運営のための使用、保健所の検診等公の使用は他に優先される。

ロ）申込みが重複した場合は抽選とする。 

ハ）使用目的が政治、宗教並びに運営委員会が不適当と判断する集会を目的と

したものである時。 

ニ）使用する個人、団体等がこの「使用規定」を無視して使用した前例があ

り、以後の使用に於いてもその恐れがある時。 

ホ）騒音、その他近隣並びに他室を使用中の個人、または団体に迷惑を及ぼす

恐れのある時。 

７． 会館各室の使用料金は当分の間、次の通りとする。 

イ）町内会並びに各部会組織の運営のための使用は無料とする。 

ロ）営利行為（月謝を集めて行う）を伴わないサークル活動等。 

1階・・・・１時間当たり 200円（但し、最低 2時間 400円） 

2階・・・・１時間当たり 300円（但し、最低 2時間 600円） 

いずれも 2時間以後、1時間（未満を含む）を増す毎に 1時間当たりの料金を追

加する。 

ハ）営利行為（月謝を集めて行う）を伴う集会等。 
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1階洋室・・1時間当たり 600円（但し、最低 2時間 1,200円） 

2階・・・・1時間当たり 1,200円（但し、最低 2時間 2,400円） 

いずれも 2時間以後,1時間（未満を含む）を増す毎に 1時間当たりの料金を追

加する。 

ニ）既に納入した使用料金は原則として払い戻しはしない。但し、運営委員会

が適当と判断した場合は、以後の使用料に充当することができる。 

８． 会館の使用に当たっては、必ず次の事項を遵守すること。 

イ）使用時間は原則として、9時より 21時までとする。ただし、歌唱等は 20時

まで。 

ロ）備品を使用する時は、充分に注意して使用し、使用後は清掃して元通りに

返納しておく。万一破損した時は、必ず管理人に報告する。 

ハ）使用は許可を受けた目的のみとする。変更する時は事前に許可を受けるこ

と。 

ニ）会館内での炊事等は行わないこと。お湯は電気ポットを使用して沸かすこ

と。 

ホ）使用後は火気を点線し、戸閉まり（雨戸共）を厳重に行い、煙草の吸殻、

空きビン、空き缶、その他発生したゴミ等は必ず各自持ち帰り、部屋を清掃す

ること。 

へ）外部より飲食物を注文した時は、代金の決済をし、皿・小鉢等を責任もっ

て返却すること。 

ト）責任者は許可を受けた時間が終了したら、速やかに鍵を管理人に返却する

こと。但し、他に使用中の個人または団体があった場合は、必ず使用中の責任

者に鍵を引き継ぐこと。 

チ）使用する個人また団体（町内会を除く）は会館内に備品、教材等を保管し

ないこと。 

リ）使用責任者は会館を退出する前に、玄関に備え付けてある「使用報告書」

に必ず記入すること。 

９． 会館の使用中に、故意または過失により、建物・備品等に損害を与えた場合

は、状況により弁償を要求することがある。 

１０． この規定の改廃は、運営委員会の議決により決める。 

 

昭和 57年 12月 1日  制定 

平成 4年 12月 5日  一部改訂 
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＜すみれが丘会館の使用申請について＞ 

すみれが丘会館管理運営委員会 

すみれが丘会館の使用に当たっては下記のフローにしたがって使用申請をして下さ

い。 

① 利用月の前月 1日までに申請する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 締切後に使用申請する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※営利行為を伴う使用申請の締切りについて 

 営利行為を伴う使用で継続使用を希望する場合は、継続期間が 6 ケ月（1 月～6 月、7 月～

12 月）なので、申請の締切は原則として毎年 12 月 1 日と 6 月 1 日となる。 

※現在の会館管理人は 37－14 縦茂芳幸氏（すみれ堂）、すみれ堂が休業の場合は 37－19 

斉藤泰雄氏（栄屋）です。電話での問い合わせは極力ご遠慮願います。 

  

1．会館使用申請書に必要事項を記入する。 

2．申請書を利用月の前月 1 日までに管理

人へ提出する。管理人は申請書を保管。 

3．会館運営委員会は前月 2 日に申請書を

受領し、使用規定により審査し通知書

の欄に使用の可否を記入すると共に会

館利用表を作成する。 

 前月 8 日までに申請書／通知書のコピ

ー2 部と使用予定表のコピー1 部を管

理人に渡す。 

4．使用申請者は前月 9 日以降に管理人の

所へ出向き申請書／通知書のコピー1

部を受領する。 

5.使用許可された使用申請者は、使用開始

前に 1 月分の使用料（通知書に記入し

てある額）を管理人に支払う。管理人は

使用料を受領したら、領収証を発行す

る。 

6．使用責任者は会館使用後、会館に備え付

けてある使用報告書に必要事項を記入

の上署名する。 

 

7.使用申請者は管理人が保管している会 

館利用表で空いている日時を確認す

る。 

8.使用申請者は使用希望日が空いていれ 

ば、申請書に必要事項を記入して管理 

人に持出する。 

9.管理人は会館利用表を確認の上、使用 

を許可する（通知書の欄に必要事項を 

記入し、申請書／通知書のコピー1 部 

を使用申請者に渡す）と共に、会館使 

用予定表に記入する。 

 但し、営利行為を伴う使用の場合は会 

館運営委員会の審査を受けるものとす 

る。審査に要する日数は原則として  

7 日以内とする。 

1.会館使用申請書記入 

2.会館管理人へ提出 

3.会館運営委員会審査 

4.審査結果連絡 

5.会館使用料納入 

6.会館使用 

会館利用表 

作成 

領収証発行 

使用報告書 

記入 

7.会館利用表で確認 

8.会館使用申請書記入 

9.使用申請書／通知書

交付 

10.5，6 と同様 
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●すみれが丘公園多目的広場管理運営委員会会則 

すみれが丘公園多目的広場管理運営委員会会則 
（目 的） 

第１条 この会はすみれが丘公園多目的広場管理運営委員会（以下「本会」という）

と称し、すみれが丘公園多目的広場（以下「多目的広場」という）の円滑な

管理運賃を図ることを目的とする。 

（構成及び役員） 

第２条 本会はすみれが丘町内会（以下「町内会」という）役員をもって構成し、町   

内会の役員を本会の役員とする。 

（事 業） 

第３条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。 

 （1）多目的広場の利用調整に関すること。 

 （2）多目的広場の清掃、草刈り等に関すること。 

 （3）その他本会の目的を達成するために必要なこと。 

（利用調整者） 

第４条 多目的広場の利用申込受付、利用許可、利用調整を行うために利用調整者   

をおく。 

 利用術整者は会長が会議にはかりこれを任命する。 

（市からの謝金の支出） 

第５条 横浜布から支払われる管理謝金については、会長が受嶺し、次の順序で支   

出するものとする。 

 （1）利用調整者に対する謝礼。 

 （2）清掃に関する経費。 

 （3）その他本会の事業に要する経費。 

（会 議） 

第６条 役員会をもって本会の会議とし、会長は必要に応じて役員会を開催する。 

（会 計） 

第７条 本会の経費は、横浜布から支払われる管理謝金、その他の収入をもってあて

る。 

 2．本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日をもって終了す

る。 

 3．決算報告を役員会に行い、承認を得るものとする。 

（委 任） 

第８条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会にはかり定める。 

 

付 則 1．この会則は昭和 51年 6月 13日から施行する。 

 2．この会則は平成 4年 9月 19日一部改定する。 

 3．この会則は平成 17年 2日 26日一部改定する。 
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＜すみれが丘公園多目的広場とは＞ 

 

※ 第一公園東側にある、横浜市が設けた近隣の住民のための多目的広場です。 

※ 当町内に「すみれが丘公園多目的広場管理運営委員会」を設け、この広場の管

理運営にあたっています。 

※ 利用の申込は、利用団体の責任者名で利用調整者に直接行って下さい。 

  申込の詳細については、利用調整者にお問い合わせ願います。 

  利用調整者の連絡先は、すみれが丘町内会の名簿を参照してください。 

 

 

 

 

＜すみれが丘公園多目的広場使用許可条件＞ 

 

すみれが丘公園多目的広場管理運営委員会 

 

１．周囲の住民に迷惑をかけないようにして下さい。 

例えば： ※早朝に大声等の騒音を発生させない。 

       ※周辺住民に迷惑を掛けるような路上駐車をしない。 

       ※グランド及び周辺での小用をしない。 

       （当グランドにはトイレの設備はありません） 

２．発生させたゴミ（缶、ビン、弁当くず等）は、煙草の吸いがらを含め、必ず持

ち帰って下さい。公園内のくず籠には捨てないで下さい。 

３．使用許可はグランド内のみであり、公園内でのキャッチボール等は行わないで

下さい。 

４．使用後はグランドの清掃及び備え付けのトンボにて整地を行って下さい。 

５．硬式野球と金属スパイクシューズの使用は禁止です。 

６．自動車、オートバイ、自転車等をグランド内に入れないで下さい。 

７．降雨、降雪等でグランドコンディションが悪いときは、使用しないで下さい。 

８．使用許可後、都合で使用を取り止める場合は、速やかに利用調整者に連給して

下さい。（無断使用中止をしないで下さい） 

９．バックネットをサッカーのゴール代わりに使用しないで下さい。 

 

以上の使用条件が守れなかった場合は、以降の使用をお断りすることになります。 
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●すみれが丘町内会の主なできごと 

すみれが丘町内会の主なできごと 
年度 月 主なできごと・行事等 

昭和 50 年 

(1975 年) 

5 月 

7 月 

すみれが丘自治会設立準備会開催 

すみれが丘町内会発足（初代会長故市川藤吉氏） 

昭和 51 年 

(1976 年) 

2 月 

2 月 

バス路線誘致部会新設 

町内会街灯の維持管理移管（東急不動産から町内会へ） 

昭和 52 年 

(1977 年) 

8 月 町内会主催の初行事、盆踊り大会開催 

昭和 53 年 

(1978 年) 

5 月 8 ブロック対抗の町民運動会を開催 

昭和 54 年 

(1979 年) 

6 月 

9 月 

12 月 

臨時総会開催（町内会館建設の関連議案可決） 

すみれが丘郵便局開設 

東急バス路線「鷺沼⇔すみれが丘」開通 

昭和 55 年 

(1980 年) 

4 月 

7 月 

町内会費値上げ(戸建 300 円／月、集合住宅 200 円／月） 

すみれが丘会館竣工 

昭和 56 年 

(1981 年) 

4 月 

9 月 

町内会長交替（第２代会長麻植晃氏） 

ブロック別ソフトボール大会（体育レクレーション部会主催） 

昭和 57 年 

(1982 年) 

6 月 臨時総会開催（町内会会則一部改正、会館運営要綱・少年野球場管

理運営委員会会則を制定） 

「幹線道路対策協議会」（ニュータウン工事車両対策）発足 

昭和 59 年 

(1984 年) 

4 月 町内会費値上げ(戸建 350 円／月、集合住宅 250 円／月） 

町民アンケート実施 

昭和 60 年 

(1985 年) 

1 月 初代会長市川藤吉氏逝去 

どんど焼き継続開催決定 

すみれが丘小学校開校 10 周年 

少年野球場大改修 

昭和 61 年 

(1986 年) 

8 月 サマーフェスティバル（盆踊り大会から衣替え）開催 

会館電灯工事 

婦人部会新設 

昭和 62 年 

(1987 年) 

4 月 

11 月 

町内会費値下げ(戸建 200 円／月、集合住宅 150 円／月） 

ふれあいミニ動物園開催（平成 21 年度まで継続） 

平成元年 

(1989 年) 

 すみれが丘交通環境問題対策協議会（ケヤキ通りの交通車両問題

対応）発足 

盆踊り大会（サマーフェスティバル中断）開催 

平成２年 

(1990 年) 

4 月 町内会長交替（第３代会長葛城静雄氏） 

町内運動会開催見合わせ 

平成３年 

(1991 年) 

11 月 歩け歩け大会開催（平成 23 年度まで継続） 

平成４年 

(1992 年) 

 町内会館大補修工事 

平成５年 

(1993 年) 

 町内全防犯灯取り替え工事 

平成７年 

(1995 年) 

4 月 

7 月 

10 月 

町内会発足 20 周年記念事業実行委員会設置 

記念行事「サマーファンタジー」（コンサート）開催 

すみれが丘町内会発足 20 周年記念誌発行 

すみれが丘小学校開校 20 周年 
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すみれが丘町内会の主なできごと 
年度 月 主なできごと・行事等 

平成９年 

(1997 年) 

8 月 

12 月 

盆踊り大会再開（8 年ぶり） 

すみれが丘第 2 公園施設改良工事 

平成 10 年 

(1998 年) 

11 月 町内会掲示板更新（3 ケ所） 

平成 11 年 

(1999 年) 

1 月 すみれが丘第 1 公園少年野球場（現多目的広場）改修工事 

平成 12 年 

(2000 年) 

3 月 

5 月 

葛城会長 10 年表彰受賞（都筑区自治会・町内会長感謝会） 

すみれが丘会館（2 階）空調設備設置 

平成 14 年 

(2002 年) 

11 月 けやき通り（すみれが丘入口交差点）右折帯設置申請 

資源回収開始 

平成 15 年 

(2003 年) 

7 月 

12 月 

子供神輿製作 

横浜市による G30（ゴミ減量・リサイクル）活動開始 

平成 16 年 

(2004 年) 

3 月 

8 月 

すみれが丘第 1 公園時計台設置 

ワンワンパトロール（防犯活動）開始 

平成 17 年 

(2005 年) 

 

10 月 

町内会発足 30 周年記念行事として各種行事実施 

すみれが丘町内会発足 30 周年記念誌発行 

すみれが丘小学校開校 30 周年 

平成 18 年 

(2006 年) 

 まちづくり委員会活動開始（～平成 21 年） 

平成 21 年 

(2009 年) 

8 月 

 

盆踊り大会終了 

町内会見直し委員会設置（～平成 23 年） 

平成 22 年 

(2010 年) 

8 月 

12 月 

第１回すみれ夏祭り（後援）開催 

すみれが丘町内会ホームページ開設 

平成 23 年 

(2011 年) 

1 月 

4 月 

 

 

7 月 

10 月 

11 月 

横浜市による 3R 夢（スリム）プラン開始 

町内会長交替（第４代会長荒牧國弘氏） 

専門部会一部再編・名称変更 

ブロック組長会開始（継続中） 

すみれが丘だよりリニューアル１号発行 

第３代会長葛城静雄氏逝去 

第１回餅つき大会開催（継続中） 

平成 24 年 

(2012 年) 

10 月 第１回すみれが丘福祉講演会開催（継続中） 

平成 25 年 

(2013 年) 

11 月 第１回自転車安全講習会開催（継続中） 

平成 26 年 

(2014 年) 

6 月 

9 月 

11 月 

1 月 

第１回ウォーキング講習会開催（継続中） 

資源ごみ月イチ自宅前回収開始 

都筑区政 20 周年 

第 30 回どんど焼き 

防犯灯の LED 化完了 

平成 27 年 

(2015 年) 

4 月 

3 月 

女性・福祉部会の名称変更（⇒福祉部会） 

すみれが丘町内会発足 40 周年記念誌発行 

すみれが丘小学校開校 40 周年 

平成 28 年 

（2016 年） 

1 月 

3 月 

町内会掲示板更新（2 ケ所） 

すみれが丘町内会発足 40 周年記念誌発行 
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●編集後記 

・すみれが丘に引っ越してきて 2 年、穏やかでとても住みやすいところ、という印象を

持っています。今回の編集で、様々な活動が非常に幅広く行われていることを知りまし

た。これからも、できる範囲でではございますが、住みよい街づくりに、少しでもお役

に立てればと思っております。（HI） 

 

・今回の記念誌はすみれが丘に住んでいく上で暮らしに役に立つ身近な情報を入れたい

というコンセプトでした。編集のお手伝いを通して、改めていろいろな団体が町内会に

あり活動していることを知りました。皆さま、ご協力ありがとうございました。そして、

取りまとめをしてくださった広報 N さま、ありがとうございました。（YN） 

 

・2015 年の春にスタートした 40 周年記念誌の制作。年内印刷配付の予定が大きく遅れ

てしまいましたが、ようやくお届けできました。過去の 20 周年、30 周年記念誌とはひ

とあじ違うものになったのではと思っています。編集を進める中でいろいろな地域の歴

史や人々の気持ちに触れることができました。原稿を下さった皆さま、貴重な意見、助

言を下さった皆さまに心からお礼を述べたいと思います。（KN） 

 

・町内会等の地域活動に参加させて頂いているお蔭で、街中で色々な方々に声を掛けて

頂けます。今回の記念誌に掲載している様々な集いを通じてすみれが丘の住民同士の繋

がりが、より強くより深くなることを願っています。（AH） 

 

・町内会の活動，活動団体には、すみれが丘の初期からずっと続いているもの、住民の

皆さんの状況に応じた新興のものなどさまざまあることがわかりました。これから先の

すみれが丘がどのようになっていくか楽しみに見ていきたいと思います。（KM） 

 

・仕事中心の生活を満期修了し遅ればせながら地域活動に参加させて頂いてまだ 2 年の

新参者です。少しでもご恩を返しお役に立つことが出来るよう勉強させて頂きたいと思

います。(KM) 

 

・すみれが丘の住人になって 15 年。今から 7 年くらい前に、これからの町内会どうす

る？そもそも町内会ってなに？すみれが丘町内会のこれからのあり方検討会に参加す

る機会を得ました。皆さんの意見に耳を傾けながら、人材供給の仕組みづくりが大事だ

と実感していたらいつの間にかそのボランティアの輪の中に自がいました（笑）。町内会

の役員の仕事って大変なことももちろん多いけれど、楽しいことも意外とあります。私

は皆さんの笑顔に触れた瞬間にほっとしますね。そんなこんなですみれが丘町内会はこ

れからもその時代に合わせ様々な意見を取入れながら永遠に発展していくでしょうし、

そうあって欲しいです。（SM） 

 

・５年前に引っ越してきて、ぎゅうぎゅう詰めの庭木を 20 本以上抜いたところ、２年後

には沢山のタチツボスミレが咲きました。住宅街でありながら、メジロやシジュウカラ、

ジョウビタキなどの野鳥も訪れ、町の皆さんの愛情がひしひしと感じられるすみれが丘。

これからも大事にしていきたいです。（YY）  
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頭の体操にチャレンジ！クロスワードパズル
➀から⑥までのパズルを解いて、中央の文字をつなげると…何になるでしょう？
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タテのカギ
1.防犯対策してますか？
2.お餅つきで大活躍
3.不動産○○○でひと儲け？！
ヨコのカギ
1.○○○？セーフ？
4.偶数の反対といえば…

タテのカギ
1.キューピッドが持っているのは…
2.徹夜明け、○○○を取ってもまだ眠い…
ヨコのカギ
1.ウキウキ楽しく気持ちが良いこと♪
3.ウサギは長いからよく聞こえそう
4.「若い」を英語で

タテのカギ
1.へのへのもへじで田んぼを守る
2.右側の列の反対
ヨコのカギ
1.雨の日に使います
3.夏祭りでも大人気！スパイシー！
4.大人は量より○○にこだわりたい

タテのカギ
1.横浜市出身の「ひねり王子」と言えば
2.「私、キレイ？」左右反対に映ります
3.○○を踏む、何を踏む？フムフム
ヨコのカギ
1.会の進行に欠かせません
4.メガネやコンタクトをはずした状態
5.「辞書で言葉の○○を調べる」

タテのカギ
1.マイナス○○○を浴びて気分爽快！
2.夕飯、寿司とステーキ？○○○だなぁ～
ヨコのカギ
3.○○○の子猫に犬のお巡りさんも困った
4.女王の夫で王子の父
5.まばゆいばかりにピカピカ光る！？

タテのカギ
1.社会や人のために役に立つこと
2.生まれたばかりの子
ヨコのカギ
1.「よし！○○○入れて頑張ろう！」
3.○○を楽しめるようになってヨカった
4.護美という当て字を考えた人はスゴイ！
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