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《微笑のある町内会作りを目指して(NO－2）》
＊＊安全で安心な住みよい町づくりを目指して＊＊
下作延中央町内会
【平成 26 年定期総会を終えて】
会長 宇佐美 善愛
春爛漫、春の陽ざしをいっぱいに浴びた新緑の若葉が薄緑色に輝き、とても快い季節を
迎えております。町内会の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、先般、桜の開花の時期、第 57 回定期総会が開催されました。会場の上作延小学校
体育館には、処せましと、多＜の組長さんに参加して頂き、沢山の質問や意見交換がなさ
れ、役員一同、感謝するとともに責任感を覚えるものでした。その中で、今年の重点活動
として防犯・防災活動はもとより、
『微笑みの持てる町内会づくり』を提案させて頂き、総
会の承認を賜りました。緊急時の対応や諸活動の推進に欠かせない最も大切な道具は、近
所の助け合いです。その為には、日ごろの町内会活動や地域活動を通じ、話し合いや
触れ合いの中から微笑みの持てる『近所の仲間づくり』が大切だと思います。町内会と
しては、これらの目標を推進するに当たって、以下の具体的活動に取り組みます。
＊スポーツや趣味を通じ、仲間の輪を広げる同好会活動の拡充と活性化を図ります。
1.現在、人気のある囲碁、将棋、麻雀の充実⇒町内会担当
2.平瀬川の鯉のぼり大会の拡大と充実⇒青年部
3.新規テーマとして
1）趣味の作品展⇒書道、吊るし雛、パッチワーク等⇒婦人部 4 月
開催＊いろんな趣味を持っている仲間がたくさんいます。作品
を持ら寄り楽しい交流の推進を図ります。
2）交流日帰りバス旅行の開催⇒富士山五合目、富士花鳥園、沼津周遊⇒5 月開催、会員
と役員が一同に集い、交流を深める中から微笑みの持てる町内会を創造します。
3）ゴルフ同好会大会⇒町内会のゴルフ仲間を募集⇒5・10 月頃開催（第 2 回）
この他、ソフトやバレーボールなどの部活、高齢者や一人暮らしの方福祉活動（ニコ
ニコ会、すこやか活動）の充実を図り推進します。
最後に、皆様の積極的な参画により、豊かな微笑みのある安全・安心な町づくりを推
進いたしますので、ご支援ご協力をお願い申し上げます。
 町内会懇親バス旅行

≪行ってきました富士山‼≫ 総務部 部長 高橋 準三

5 月 18 日（日）、総勢 82 名の参加者は快晴の富士山を
満喫してきました。朝７時に集合し、2 台の観光バスに
分乗して東名高速を御殿場から富士スバルラインを抜け、
富士山五合目まで快調なドライブです。耳からは愉快な
バスガイドさんの名調子、目には新緑と満開の富士桜、

富士花鳥園にて

遠くに冠雪の南アルプス連峰と北アルプス。五合目はまだそこかしこに残雪がありま

す。昼食を忍野で戴き、富士花鳥園でフクロウと戯れ、最後は沼津の海産物店で買い物を
して帰ってきました。
全員、富士山のパワーを蓄えてきましたので町内に今後何か良いことが起こりそうです。

 住民組織功労者表彰
4 月 26 日、高津区役所において高津地区連合町内会総会が開かれ我が町会から
6 年以上の地域への貢献が認められ二人の方が受賞されました。
※※※※※ おめでとうございました。 ※※※※※
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 新役員の紹介
今年、新たに役員になられた方がいらっしゃいますので紹介させていただきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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 防災名簿の更新、作成への協力依頼

防災部

部長

川崎

辰良

一昨年の防災訓練時に作成致しました「防災名簿表」の更新時期を迎え
ました。名簿登録表は全戸に配布され、ご家族の名簿を登録していただき、
まさかの災害時に、弱者救済や行方不明者等の救済に役立てます。名簿表
は 2 年毎に更新することとなっております。
調査表に必要事項を記入し、7 月 7 日～7 月 31 日までに地区担当副会長
まで提出願います。
尚、名簿表（原本）は万が一の際に、自衛隊や警察等に公開されますが、日ごろにおい
ては、町会長宅の金庫で厳重に保管、管理されています。
何卒、会員の皆様のご協力のもと、安全、安心な町づくりを目指したいと思いますので
よろしくお願い申し上げます。＊この主旨にご賛同いただけない方は記入不要です。

 西梶ヶ谷小学校の学童防犯パトロール 防犯担当副会長 古谷 晙太郎
西梶ヶ谷小学校の学童防犯パトロールを初めて 10 年
が経過しました。今年の 2 月 30 日(日)に今年の担当者
が全員集まり、今年のパトロールについて会議を行いま
した。今回で 2 回目のパトロールの当番に当たっている
人もいて、「2 回目ご苦労様です」と挨拶をしました。
最近では学童も地域でパトロールしていることにつ

いて、理解と感謝の気持ちでいるようで、パトロールの前を会釈しながら通るようになり
ました。これもこの活動に理解と協力をいただいている組長さんを始めとして中央町内会
の関係者の御陰と感謝しています。
今回は第 2 班の担当日に西梶ヶ谷小学校まで出向いて、表門の前で下校時間に合わせて
パトロールを行いました。
元気に嬉しそうに帰って行く学童をみるとパトロールを続けて良かったと思いました。
小雨の降る中でのパトロールでしたが、活動の気持ちも届いたのではと思っています。

【平瀬川に鯉が舞うプロジェクト】 青年部 部長 佐藤 祐ニ
今年も青年部の年間行事の 1 つである「平瀬川に鯉が舞うプロジェクト」を実施しまし
た。今年で 3 年を向かえたプロジェクトは昨年以上の関心を示してもらい無事に終える事
ができました。改めて参加していただいた方々に感謝いたします。
今後の予定としては恒例のボウリング大会を 6 月 29 日に
役員の皆様
行いますので多数の参加を、お待ちしております。詳細
に関しましては町会の掲示板に掲示しますので宜しくお
願いいたします。
最後に、今年は青年部発足 30 年にあたり 10 月に式典
を行います。改めて今年の中央青年部の活動に参加協力
お願いたします。



子ども会

部長

倉田

耕史

まだまだ冬の寒さが残る 3 月に総会を終え、桜満開の 4 月より新しい布陣でスタートを
切りました。子ども会は６月より、春のクリーン作戦・バーベキュー大会、市制記念日
バス旅行と本格的に行事が始まります。子どもはもちろん大人の方にとっても、楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。子ども会会員は、随時募集しております。（年会費 1,000 円）
いつでもお申込みください。お父さん、お母さんの参加もウエルカムですよ。是非是非！
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

【第 48 回高津地区健康ソフトボール大会】

体育部

部長

野原

剛

‐女子チーム 2 年ぶりの優勝‐
5 月 11 日（日）第 48 回高津地区健康ソフトボール大会が宇奈根多目的グランドで行わ
れました。
町会はじめ多くの応援をいただきましてありがとうござ
いました。来年は男子も、もうちょっとがんばります‼

選手の皆様

男子は、昨年度準優勝チームに惜負‼

女子は、子ども会のお母さん方の活躍もあり、昨年度優勝したチーム
にリベンジし、2 年ぶりに優勝‼

 寿会主催

「5 月定例会・親睦会」

第 1 寿会

会長

藤澤

光子

第 2 寿会

会長

岩崎

輝禰

5 月 8 日（木）11 時 00 分から上作延老人いこいの家で行いました。 参加者は会員 66 名
でした。
「親睦会」の実行委員会を組織し、いこいの家の舞台上に、
「会旗」をかかげ、5 月誕生会
（会員 5 名の誕生日）のプレゼント用「花鉢」と抽選会のラッキープレゼント用の 15 個の
「花鉢」を飾り、司会佐藤マサ子副会長の進行により華やかに盛大に開催されました。
「親睦会」のイベントは、グループ「あんさんぶるリラ」によるオカリナ演奏、新舞踊。
会員のカラオケ、会員全員によるコーラスなど素晴らしい演奏、歌や踊りで楽しく、大い
に盛り上がりました。
出席者には、美味しいお弁当・ビスケット・バナナ・ペットボトル等が配布され、楽しい
食事会もできました。
抽選係は「健康長寿」代表の越水トク様、並河チヨ子様及び古谷武雄様にお願いしてラ
ッキープレゼンターになっていただきました。
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。
9 月には、寿会主催の「祝敬老会」を開催し、会員全員に「紅白の祝い鰻頭」を贈呈し、
「祝敬老会」出席者には、美味しいお弁当やペットボトル等を配布し、楽しい食事会を予
定しております。
また、イベントは、新舞踊・カラオケ等を予定しておりますので、お楽しみ下さい。

 趣味の作品展

婦人部

部長

田上政子

いつも婦人部の活動に協力を頂き有難うございます。4 月 19 日、20 日の両日に、婦人部
の作品展を町内会館で開催いたしました。2 日間で 100 名以上の方々に作品を見て頂きま
した。手芸は 5 年間の作品を、習字は 10 年間の作品を展示し
ました。見に来た方々の感想は「心が和みました」「素晴らし
い出来ですね」と褒めて頂きました。同時に寿会の作品も展示
致しました。かわいい作品でした。準備から飾りつけ等皆で楽
しくできました。また町会の男性の方の手伝いを頂き有難う御
座いました。これからも作品作りを続けたいと思います。
今回初めて開催出来て役員一同ホットしております。

婦人部の皆様

