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《自主防災、危機管理の取り組み》
＊＊防災委員会の立ち上げ＊＊
下作延中央町内会

会長

宇佐美 善愛

猛暑続きとなった入道雲の季節もすぎ、快い初秋を感じるような時期になりました。会員の
皆様には、益々お元気にお過ごしの事とお慶び申し上げます。
先には、町内活動の最大行事「夏の祭典、納涼祭」に会員や地
域の皆様方の心温まるご協力によりまして盛大・無事故のうち
に終了できました事、心より深く感謝申し上げます。
さて、今年の重点活動の一つ「防災委員会」の開設ですが、
その必要性と現在の取り組み状況についてご報告いたします。
町内会の果たす役割の一つは「安全で安心にすごせる町づく
り」にあります。とりわけ防災対策は最重要課題で、昨年実施
いたしました「町内会総合防災訓練」をふり返り、400 名を超え
る参加者を鑑み、会員の防災意識の高さや必要性を認識すると

防災委員会

四役
町会長 副会長：7 名
総務：4 名会計：2 名

防災部：4 名

共に、改めて、町内会の果たす役割と大きな責任を感じるもの
でした。防災対策に「これでヨシ！」と言ったことはありませ
ん。災害は何時私たちの生活に襲いかかるかもしれません。そんなまさかの時に、災害を最小
に抑える取り組みが防災委員会の開設です。委員会（自主防災）では常日頃において、防災の
問題点を考え知識や技術を向上させ「真に役立つ防災対策」を目指すものです。
防災委員会は総会後、四役と防災部を中心に自主防災の取り組みを課題として月一回の頻度
で委員会を開き、昨年開催した防災訓練の問題点や対策、マニュアルの見直し、必要防災備品
の整備を進め、より充実した防災対策の取り組みを進めております。
 防災訓練のお知らせ 防災部 部長 川崎 辰良
昨年初めて実施した総合防災訓練には大勢の方々に参加を頂きま
した。本年は防災委員会として準備検討を重ねた結果下記の内容で訓
練を開催します。ご近所の皆様をお誘いの上訓練にご参加ください。
【25 年 総合防災訓練計画（案）】
1.
2.
3.
4.

訓練日
組長説明会
全体説明会
訓練内容

⇒25 年 12 月 8 日（日）下作延第 2 公園
⇒10 月 14 日（月）町内会館
⇒11 月 04 日（月）町内会館
⇒・消火訓練・救護訓練・AED 操作・
発電機始動実演・チェーンソー切断実演
簡易テント組み立て・アルファー米と味噌汁
の炊き出し（試食出来ます）、等

町内会館

詳細は追ってご案内いたしますが、防災事業（防災
訓練等）には一人でも多くの方が参加され、安全・安
心な町づくりを皆さんと共に進めましょう。
訓練に裏切りはありません…。まさかの時、必ず
や救命の力となります。
皆様のご参加、ご協力をお願い申し上げます。
昨年の防災訓練

 「祝敬老会」

第 1 寿会 会長 藤沢 光子
第 2 寿会 会長 岩崎 輝彌
9 月 12 日木曜日 上作延老人いこいの家で下
ケ、会員のカラオケ、会員全員
作延中央寿会主催の「祝敬老会」が行われま
によるコーラスなど、素晴らし
した。参加人数は寿会会員 55 名、来賓には
い歌声で楽しく、大いに盛り上
町内会、婦人部、子ども会などから 4 名来て
いただきました。
寿会では、「敬老会」の実行委員会が組織
され、「祝敬老会」として、いこいの家の舞

がりました。
また、「紅白の祝い饅頭」が会員全員に贈呈
され、美味しいお弁当で楽しい食事会もでき
ました。

台上に、模造紙に大きく筆字で書いた「祝敬
老会」の看板と「会旗」をかかげ、9 月誕生
会（11 名の会員）のプレゼントの花鉢と 60
本のカーベラの花を飾り、司会の佐藤マサ子
副会長の進行により、華やかで盛大に開催さ

お年寄りが敬愛され、楽しい有意義なひと
ときが過ごされたことに感謝。健康長寿に感
謝。実行委員会の皆様に感謝いたします。
10 月の定例会は、寿会創立 45 周年記念に
なりますので、記念行事を開催します。会員

れました。会員の中で大里清子様が米寿を迎
えられます。
イベントでは、「バッカス（酒の神）」による
ハーモニカ演奏がありました。

全員に記念品を配布します。イベントは、落
語家の独演会を予定しておりますので、お楽
しみください。

高津区老連演芸大会に参加した時のコミッ
クダンス「まつり」及び、コーラス「高校寿
会」のＤＶＤ鑑賞の後、来賓の方々のカラオ

 ローズカップバレーボール大会

体育部

部長

野原

剛

7 月 7 日（日曜日）川崎市高津区スポーツ推進委員会主催「町内会第 37 回高津
地区ローズカップバレーボール大会」が７町会の参加で高津スポーツセンターに
て開催され、当町内会もこの大会に参加いたしました。
予選 2 試合をして決勝に残り、高津地区で準優勝す
ることが出来、秋の高津区大会への参加権を獲得でき
ました。又、猛暑の中、早朝から町内会の沢山の方々
が応援に駆けつけてくれた事は、選手にとってとても
嬉しく励みになりました。
高津区大会は 11 月 3 日（日曜日）高津スポーツセン
ターにて開催されます。皆様の応援お願いいたします。

選手の皆さん

 サマーキャンプ

子ども会 会長 倉田 耕志
8 月 17 日（土曜日）下作延小学校で下作延連合子ども会主催「サマーキ
ャンプ」が行われました。下作延中央子ども会からは 23 人の子どもたちが
参加しました。
過去 2 年連続で雨に悩まされておりましたが、今回は、雨に降られることも
なく、また気候も涼しく過ごせました。
眠らずに一晩頑張った子供たちも沢山いて、楽しい夏の思い出を作ったと思います。
本来の目的は被災した場合の、テントでの避難体験です。
是非とも、来年はもっと沢山の子どもたちの体験をお待ちしております。

 納涼祭

文化部 部長 鷹取 光男
毎年恒例の納涼祭が 8 月 3 日、4 日に下作延第二公園で開催されました。この一大イベントを
成功させるために大勢の町内会の方たちの応援、お手伝いいただきましてありがとうございまし
た。6 月上旬に実行委員会が立ち上がった頃に、この役が自分に務まるのか不安がありました。
数回の会合を重ね、やぐら組み立て～配線～提灯取り付けと、徐々に納涼祭の準備が整ってきた
頃になって、自分が文化部長としてなんとか納涼祭が「出来る」と感じました。今年の納涼祭も
二日間とも大にぎわいでした。
納涼祭翌日 8 月 5 日（月曜日）の片付け、ごみの片付け～提灯の取り外し～配線撤去～備品搬出
運搬～ヤグラの解体～後片付けまで本当に大勢の方たちの応援、お手伝いがあって成し得たこと
です。
最後に無事に終了したことを感謝し、心より御礼申し上げます。有り難うございました。
太鼓練習風景

 町内交流同好会

担当 持木 志夫
町内交流同好会も発足して 8 月で 86 回の開催となりました。囲碁・将棋・麻雀と毎回、大勢
の方々が参加され和気あいあいに楽しんでいます。
毎月第 4 土曜日の 13 時～16 時まで、町内会館で開催しています。
詳しくは、町内の掲示板に掲示しています。頭の体操やおしゃべりの場として最適です。どうぞ、
ご近所の方やお友達もお誘い合わせてお気軽にお立ち寄りください。

 防犯パトロール

防犯部 部長 千村 均
本年度 2 回目の防犯パトロールを 7 月 30 日午後 8 時より実施いたしました。
前回の 5 月 28 日は、連絡不足から参加者 16 名と少ない中での実施とな
りました。今回、町会長にお願いし、役員連絡網にて前日に「防犯パト
ロール実施」の発信をしていただきました。
当日、実施前に雨が降ったにもかかわらずたくさんの方の参加があり
「せっかく集まったから実施しよう」との積極的な声をいただき、雨天
実施しました。
参加者は 36 名でした。前回、今回共写真を撮れませんでした。次回実施
いたします。

民生・福祉活動・同好会案内
開催場所、日時、対象者

活動項目
囲碁・将棋・麻雀同好会

費用

中央町内会館・第 4 土曜日・13 時～16 時・制限なし
中央町内会館・第 3 金曜日・13 時～15 時・ひとり暮ら
しの高齢者の方

にこにこ会
ふれあい会食会

上作延老人いこいの家・11 時～13 時・70 歳以上のひと
り暮らしの方・5 回/年

無料
100 円

すこやか活動

第 48 回

上作延老人いこいの家・太極拳等の交流会・制限なし

高津地区

増子 純江
℡ 877-2484

無料

持木 光子
℡ 866-6136

無料

宇佐美 善愛
℡ 888-1447

親子運動会

・10 月 20 日（日）
・高津中学校
・午前 8 時～

応援席

応援席
入場門

グランド
中央町内会応援席

持木 志夫
℡ 866-6136

200 円

上作延老人いこいの家・毎週金曜日・9 時 30 分～9 時 45
分・制限なし

公園体操

連絡先

退場門

本部席

