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主な地域イベントも含む

　　☐第３０回だいさん夏祭り大会

　　　　日時：８月２４日(土)１７時～２１時３０分、

雨天順延２５日 　　去る３月３１日（日）、午前１０時より、子ども会

　　　　会場：集いのまほろば周辺 　主催の「６年生を送る会、１年生を迎える会」が岡津

　　【夏祭りの準備日程】＊基本的には午前中 　町内会館で行われました。新学期前に行われる恒例の

　　　　◦８月１１日(日）拡大まほろば掃除　 　行事ですが、今年の参加者は６年生９名、新１年生１ 　　　各事業部の今年度の活動計画です。ご一読下さい。

　　　　◦８月１７日(土)、予備日１８(日）会場準備 　２名を含む５１名。だいさんの子ども達が一同に会し 　　　４月２１日（日）午後、岡津第三町内会第２９回定 　　尚、紙面の都合で一部割愛、要約した部分があります

　　　　　・櫓組立、芳銘板、提灯ポール立て 　た会場は元気な声で溢れていました。 　　期総会が、新旧班長、役員、委嘱委員等の出席の下、 　　が、ご了承ください。

　　　　◦８月２２日(木)、２３日（金）会場作り 　　すっかりお兄さんお姉さんに成長した６年生。３月 　　岡津町内会館で開催されました。総会は、定刻の１時

　　　　　・テント張り・椅子、机・飾付け等 　まで幼稚園や保育園に通っていた、ちょっぴり不安げ 　　３０分に開会、北島会長の挨拶の後、議長に川向１１ 　＊広報部 部長　津留見昌隆（西田）

　な新１年生。みんな元気に頑張ってください。これか 　　班の佃さんが、書記にまほろば７班の村山さんが選出 　（目標）広報紙を通して町内活動の理解を進め、参加意

　　☐三嶋神社例大祭　 9月21日から変更です。 　らが楽しみです。みんなの記憶の中に、この町の風景 　　され、具体的な審議に移りました。 　　識の向上を図る。

　　　日時：９月２８日(土）１１時～１８時（式典余興） 　やこの町で経験した事が、しっかりと残ってもらえる 　　　議事は【平成３０年度事業報告】、【平成３０年度 　（活動計画）

　　※今年は、第三町内会が前日当日の作業担当です 　ように、私たちも大人も頑張りたいと思います。 　　会計報告及び監査報告】、【平成３１年度役員及び班 　　１、行政広報紙（広報ヨコハマ等）の配布

　　☐中川連合町内会大運動会　(岡津中学校） 　　長の紹介】、【平成３１年度各部事業計画】、【平成 　　２、町内広報紙(第三かわらばん）の発行・配布。

　　　日時：１０月１３日(日)　９時～１５時３０分、 　　３１年度一般会計収支予算】までの５議案が順次審議 　　３、回覧、配布物の班への配布・掲示板への掲示

　　　　雨天順延１４日(月・祝日） 　　され、すべての議案が承認されました。 　　４、町内会行事協力（夏祭りお楽しみ抽選会など）

　　☐せんじゅまつり　(泉寿荘） 　　　その後、新班長参加の下、初めての定例会が開催さ

　　　日時：１０月１９日(土)２０日(日)　９時～１５時 　　れ、引き続き、引継打合せを兼ねた懇親会が行われ、 　＊防犯部 部長　平田充寛（川向）

　　☐第三町内会自主避難防災訓練　(町内会館） 　　出席者相互の親睦が図られました。 　（目標）地域との協力の下、明るく安全で住みよい町創

　　　日時：１０月２７日(日)　９時～１２時、 　　　　※総会開催日が平成３１年４月の為、年度が３１年となっています。 　　りを目指し、日常生活に根差した防犯活動の実施する。

班長の方は参加して下さい。 　（活動計画）

　　☐中川ふれあいまつり 　　１、防犯部＆第三ひまわり隊の防犯パトロール実施

　　　日時：１１月１０日(日)　９時～１６時３０分 　　　新年度の予算概要は以下の通りです。 　　　・夜間（毎日）及び小学校下校パトロール（週３日）

前日祭（９日）あります。 　　□歳入の部 　　（単位：円） 　　２、防犯のぼり旗、立て看板の設置、維持管理。

　　☐第三町内会恒例餅つき大会（集いのまほろば） 　2018年度実績 　2019年度予算 　　３、防犯部×子ども会合同パトロールの実施(７月)

　　　　日時：１２月１日(日)　９時～１２時、 　　４、中川連合防犯大会への参加(８月＆３月)

　　　　会場：集いのまほろば 　　５、町内会行事協力（夏祭り打上げ花火など）

※前日準備あります。 　　町内会の幾つかの活動おいて、活動の縮小化が心配 　（コメント）

　　☐第三町内会賀詞交歓会（町内会館） 　されています。背景には、参加者の高齢化と後継者不 　　　高齢化により、パトロール参加者が減少傾向にありま

　　　　日時：１月１３日(日)１３時３０分～ 　不足があります。 　　　す。パトロールは犯罪抑止力の効果が高いので、多く

　　　　会場：集いのまほろば 　　特に、日々の活動である「だいさんひまわり隊の防 　　　※①会員世帯数×4,200円。2018年度377世帯・2019年度373世帯 　　　の方の参加をお願いします。

　　☐岡津小学校地域防災拠点訓練　（岡津小学校） 　犯パトロール」や月１回でも、比較的多くの人の協力 　　　※②地域活動推進費・防災組織活動費・広報配布謝金ほか

　　　　日時：２０２０年１月２６日(日）９時～１２時　 　が必要となる「集いのまほろば水辺愛護会」の活動に、 　　　※③廃品回収収益、消火器手数料、子供の遊び場委託料 　＊防災部 部長　石田哲正（西田）

　　☐神明台のつどい　（神明台） 　この傾向が顕著です。 　　□歳出の部 　　　（単位：円） 　（活動計画）

　　　　日時：２０２０年３月２１日(日）９時～１５時　 　　防犯パトロールについて云えば、最近、近隣で空き 　2018年度実績 　2019年度予算 　　１、第三町内会自主防災訓練の実施（10月）

　巣被害が増加傾向にありますが、共通点として、防犯 　　　・消防署との日程、内容調整・町内への連絡

　　　以上は町内会が全体として行う活動と近隣の主な地 　パトロールが行われなくなった地域で増えている点が 　　　・当日の進行、運営　　　

　　域イベントです。ここに記載された活動以外にも、各 　あります。言い換えるならば、犯罪抑止にパトロール 　　２、町内会防災備蓄品の管（４月）

　　事業部の独自活動があります。都度、ご案内致します　が効果的である云えます。 　　　・在庫数及び賞味期限の確認し、調整補充を行う

　　ので、奮ってご参加下さい。 　　また水辺愛護会は、この町内に住む私たちにとって、 　　３、町内会行事協力（夏祭り模擬店）

　　　また、防災関連の行事ついても多くの方の参加をお 　最も身近な環境保護活動です。水と緑の環境を単に享

　　願いします。特に、新班長の皆様は、地域活動に接す 　受すのではなく、守り育てていくことは、地域にとっ 　＊壮年部 部長　小野利男（川向）

　　るチャンスです。積極的な参加をお願い致します。 　て大変に重要なことであると思います。 　　　※①蛍光灯及び器具の交換、防犯灯電気代、防災備品購入 　（目標）第三白寿会と合同で健康で明るく楽しく頑張る

　　この町を住み良い町にするのは、まずは、この町に 　　　※②慶弔費、運動会弁当＆お茶、共同募金、懇親会費 　（活動計画）

　住む私たち自身です。ご協力をお願いします。 　　□特別会計積立金 　　　（単位：円） 　　１、月例役員会の開催

　　（連絡先） 　平成30年3月31日残高 　　２、健康麻雀の集い（月1回）

　　　　・防犯パトロール　　平田　　813-4829 　平成31年3月31日残高 　　３、カラオケの集いの開催（月１回）

　　　　・水辺愛護会　　　　石川　　813-6936 　　４、誕生会の開催（年４回）

6,334,242

　【2019年度事業部活動計画】

　　　　庶務費ほか※② 634,466 750,000

    　　 合           　計 2,774,132 2,893,189

　　　　連合分担金 147,030 150,000

　　　　予備費 717,244 513,189

6,335,193

225,413 230,000

　　　　　前期繰越金・利息 592,784 717,249

　　　　事業部費 962,466 1,140,000

　　　　会議費、事務費 216,532 240,000

　　　　防犯防災関連※① 96,394 100,000

　【岡津第三町内会2019年度活動予定】

項　　目

 　 　　   合           　計 2,774,132

　活動にお力をお貸し下さい。

　皆様！町内のボランティア

2,898,189

　【2019年度第三町内会予算概要】

1,569,850 1,566,600

386,085 384,340

項　　目

　　　　　町内会費※①

　　　　　補助金・謝金※②

　　　　　事業収入※③

ＯＫＡＺＵＤＡＩＳＡＮ 
安全、安心、そしてきれいな町創り 

町内会第29回定期総会開催  

だいさん子ども会 
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　　＊女性部 部長　森下良子（西田） 　　＊保健活動推進員 堀　征子　（川向）

　　＊保健衛生部 部長　佃　正美（川向） 　　（目標）町内会の活動に１人でも多くの方が参加し 　　　委嘱員とは、各自治会町内会からの推薦に基づき、 　　（活動計画）

　　（活動計画） 　　   てもらえるように、声をかけていく。 　　横浜市長等からの委嘱を受け、様々な地域活動に従事 　　１、各地区健康チェックの実施

　　１、ゴミ３Ｒの啓蒙活動の実行 　　（活動計画） 　　しているボランティアです。簡単に、ご紹介致します。　　　・岡津地区や領家自治会等、自治会町内会で実施

　　　・主にリサイクル資源ごみの注意喚起 　　１、講習会＆研修の実施 　　２、地域イベント時の健康チェックの実施

　　２、ゴミ箱の良好な状態の維持 　　　・手芸講習会(９月)・味噌作り(２月)・研修会(10月) 　　＊環境事業推進委員 ・中川ふれあいまつり　・泉寿まつり

　　　・ゴミ箱の点検を行い、保守補修を実施する。 　　２、第三町内会イベント協力 　　　蛯原康吉/佃　正美　（川向）　 　　３、健康イベントの実施

　　　・清掃用具の確認、買い替え。 　　　・夏祭り接待・餅つき大会応援・新年会準備 　　（目標）地域住民が環境行動の実践向上を強く意識す ・昨年は、世界禁煙デーのイベント（区役所）

　　３、ゴミ処理、収集依頼の正規手続きの徹底 　　３、地域(泉区・中川地区)イベントへの協力 　　　る啓発活動を資源循環局や区との連携を密にして積 ・応急処置講習会　・認知症サポートセミナー

　　４、ゴミ箱の順次買い替え、廃棄部品の有効活用 　　　・各町内会夏祭りへの盆踊り協力 　　　極的に展開したい。 　　４、各種研修会、会議への参加

　　５、町内会行事協力（夏祭り模擬店） 　　　・中川ふれあいまつり・神明台祭り、泉寿まつり 　　（活動計画）

　　１、地域催事における啓発活動及びゴミ分別指導 　＊消費生活推進員

　　＊福利厚生部 部長　田邊智美（西田） 　　＊子ども会 　　リーダー　長光晶子（川向） 　　　・泉区ふれあいまつり：環境推進ブース 　　　残念ながら、現在、第三町内会の消費生活推進員は

　　（目標）町内にお住まいの高齢者の方々の把握見守り。　　（目標）地域の方々や子ども達と 　　　・中川ふれあいまつり：３Ｒ夢コーナー 　　欠員となっています。したがって、この３月で任期満

　　　１人暮らしの方へは、誕生祝いを通してコミュニケ 　　　 触れ合う事の大切さを学ぶ 　　２、ファイバーリサイクルの実施（６月、１１月） 　　了となった前推進員（まほろば：森泉さん）の報告か

　　　ーションをとる。 　　（活動計画） 　　　・中川地区センター 　　らまとめました。

　　（活動計画） 　　１、だいさん子ども会独自活動 　　３、研修会、施設見学会、地区連絡協議会への参加 　　（活動内容）

　　１、70歳以上の１人暮らしの方へのお誕生日祝い 　　　・ラジオ体操・防犯部合同パトロール（７月） 　　１、衣類のリユースの実施（６月、１１月）

　　２、中川地区敬老会の開催に協力 　　　・６年を送る会＆１年生を迎える会（３月） 　　＊民生児童委員 石田征良　（川向） ・企画、情報発信、運営、

　　３、日赤募金、他義援金等の取りまとめ 　　２、町内会活動、地域イベントへの参加協力 　　（活動計画） 　　２、特殊詐欺被害の回避に向けた高齢者啓発活動

　　４、その他、社会福祉全般に対する協力 　　　・第三夏祭り（ポスター、模擬店、アイス配布) 　　１、７５歳以上の１人暮らしの方へのフォロー ・高齢者向け勉強会、見守り活動

　　５、町内会行事協力（来賓接待） 　　　・中川連合運動会(出場者調整） 　　　　・個別訪問調査・お食事会の実施（年２回） 　　３、「推進員だより」の発行、消費生活情報展の実施

　　　・餅つき大会応援　・三嶋神社例大祭模擬店 　　　　・毎月第三土曜日の夕食弁当配食（希望者のみ） 　　４、各種研修会への参加

　　＊交通部 部長　橋本　正（まほろば） 　　２、地区敬老会の実施（９月）

　　（目標）交通事故のない、安全で安心な町をめざし、 　　＊体育部 部長　片山　博（まほろば） 　　３、生活保護家庭の把握　＊担当世帯へのサポート

　　　地域住民の交通安全意識の高揚を図る。 　　（活動計画） 　　４、月次会議（新橋ケアプラザ）への出席

　　【重点施策】 　　１、中川連合運動会(10月13日)に関する活動 　＊集いのまほろば水辺愛護会

　　①高齢者の交通事故の防止 　　　・運動会の情報発信と出場者募集と調整 　　＊青少年指導員 鈴木　純（西田） 石川啓治郎（まほろば）

　　②二輪車、自転車の交通事故の防止 　　　・事前練習の実施 　　（目標）次世代を担う青少年が健やかに育つことので 　　◦昨年、横浜市長から２０年永年表彰を受けましたが、

　　（活動計画） 　　　・当日の応援席作り＆撤収　・全体進行の調整 　　　きる、より良い地域環境創りをめざし活動する。 　　会員の高齢化が進み、人員確保が次第に難しい状況に

　　１、地域の子供達や高齢者への交通安全教育の実施 　　　・反省会の実施（総務＆女性部協力） 　　（活動計画） 　　なりつつあります。若い方の応援を心から希望します。

　　２、各季の全国交通安全運動に呼応して、地域の交通 　　２、町内会行事協力（夏祭り模擬店） 　　１、青少年向けイベント開催応援 　　（活動計画）

　　　　安全運動を展開（学登校時の交通安全指導など） 　　　・軽スポーツ大会・泉区青少年フェスティバル 　　１、集いのまほろばの除草、清掃活動

　　３、各種交通安全啓発キャンペーンへの参加 　　＊総務部 代表　本多篤太郎（西田） 　　　・中川連合町内会運動会・中川ふれあいまつり ・３月～１１月の月１回（基本第三日曜午前中）

　　４、交通安全、交通整理に関わる地域からの要望への 　　（目標）各部門との連携の下、活動の支援をすると 　　　・神明台のつどい ・河川広場及び不動橋から西田橋の散歩道

　　　　対応 　　　共に、町内会会議、全体催事等の企画運営を通し 　　２、７～８月各地区夏祭り安全パトロール実施 　　２、植え込みの剪定、草花の植栽

　　　て町内会活動の推進を図る。 　　３、青少年指導員協議会研修会などへの参加 　　３、トイレ掃除（毎日曜日、会員２名の当番制）

　　＊交通母の会 　　　後藤幸代（西田） 　　（活動計画）

　　（活動計画） 　　１、会員の管理に関わる業務 　　＊スポーツ推進委員 部奈謙一郎　（川向） 　＊家庭防災員
　　　中川交通母の会として、以下の活動を行う。 　　　・転出入、弔事等、町内の異動情報の管理 　　（目標）スポーツの振興啓発を通じて、地域に貢献し、　　◦家庭防災員は、災害に備えた知識と技術の習得する

　　１、交通安全啓発活動 　　　　・入会活動フォロー、個人情報管理 　　　明るい町創りを目指す。 　　研修を通して、自身の防災能力の向上と共に地域防災

　　　・街頭活動（夏：緑園都市駅、冬：立場駅他） 　　２、町内会全体会議の運営に関わる業務 　　（活動計画） 　　の担い手として活動する人材として位置付けられます。

　　　・イベント啓発活動（中川ふれあいまつり） 　　　　・総会、定例会の運営、管理・資料等の作成 　　１、中川地区における活動 　　今期は第三町内会から３名が受講しています。来期以

　　２、小学生向け交通安全活動 　　　　・議事進行 ・地域の子供交流（月１回、各小学校） 　　降も、複数名の参加を期待します。

　　　・新一年生記念品贈呈・交通安全教室・下校見守り 　　３、町内会独自イベントの企画、運営 ・中川連合大運動会の実施 　　　（活動＝研修計画）

　　３、会議、研修会への参加 　　　　・夏祭りの実施、餅つき大会の実施 ・中川ふれあいまつり、泉寿まつりなどへの協力 　　１、第１回研修・５月下旬・泉区役所

　　４、地域イベントへの協力 　　　　・新年賀詞交歓会の実施 　　２、泉区および横浜市における活動 ・救急講座、心肺蘇生/ＡＥＤ操作の実地研修

　　　・新橋コミハ、泉寿荘、浅右衛門農場など催事 　　　　・運動会実行バックアップ ・スポーツフェスティバル、泉区子供水泳教室 　　２、第２回研修・７月中旬・横浜市民防災センター

　　４、その他 ・泉区ふれあいスポーツ ・地震、防火、風水害研修

　　　　・備蓄用品、各種機材管理（町内会倉庫管理） ・横浜マラソン、世界トライアスロン大会への支援 　　３、第３回研修・９月上旬・泉区役所

　　　　・特命事項、突発的課題や事業部を跨ぐ課題解決 　＝今年は、ラグビーワールドカップ支援 ・災害図上訓練（ＤＩＧ）

　☞事業部活動計画つづき

　【関連協力部門の計画】

　【2019年度委嘱員活動計画】


