自治会報 第４１号
平成２９年３月

御成町コミュニティの親睦を目指して
新春を迎えた１月１４日(土)、自治会と子ども会共催の
「新年のつどい」を諏訪神社境内で開催しました。
♪楽しかった「新年のつどい」♪
わが家は昨年度に引き続き二度目の新年会参加でした。
当日は、私は豚汁作りと甘酒の準備、主人と祖父と子供達
は焼き芋をしました。地域の方々と楽しく交流ができ、寒い
中でも皆でフーフーしながらいただく豚汁は最高！美味し
さのあまりお代わりもしてしまいました。子供達は福笑いやカ
ルタ、けん玉など昔の遊びを、自治会やシルバークラブの
方々に教えていただき喜んでいました。また来年も参加した
いと思っております。ありがとうございました。
（子ども会 27 班 田畑智賀）

◆「新年のつどい」の準備◆
今年の新年会買い出しは、自治会の男性三人で行きまし
た。息の合った連係プレーでテキパキと目的の品を購入し
ました。当日の食事の準備は午前 10 時から自治会館 2 階
でスタートしました。子ども会の西村さんレシピ『具たくさんの
豚汁』の調理で若手お母様とご婦人方が下準備なさいまし
た。境内では子供たちも手伝って焼き芋とビッグマシュマロ
の準備です。今年参加されなかった皆さまも、是非、来年の
新年会ご参加をお待ちしています。 （26 班 野村昌樹）

－ ２８年度第４回班長会を開催しました －
２８年度最後の「第４回班長会」を３月５日末広自治会館で開催しました。
冒頭に奴田会長から、これから班長の活動は益々重要な位置づけとなるとの挨拶に続き、
２９年度班長交代の班については２８年度活躍頂いた班長と共に新班長も出席、新年度携
わる全員の自己紹介がありました。今回は円卓形式の席配置のためお互いに発言者のお
顔を見ながらの意見交換となり、より親近感を持って今後の課題につき情報共有できました。
議題は、会報アンケート結果報告と今後の広報活動の方向、市からの「災害時要支援者リス
ト」の扱い方、当自治会独自企画の「まち美化キャンペーン」、３月４日建長寺で開催された
「かるた大会」推進から子ども会活動と自治会活動の連携、等々各議題に活発な情報交換、
新年度は一層の自治活動の拡充を確認して散会としました。
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３月 号 自 治 会 ニュース
(1)「年末助け合い募金」で￥92,210が集ま
りました。皆さまご協力有難うございました。
(2)自治会館内の湯沸し器設置とトイレの鍵
を新しいものに交換しました。
また、自治会館の神社側外壁に新たに
〒郵便受けを設置しました。
(3)☆ピカピカ☆の新小学一年生に社会福
祉協議会より 「図書
券」のプレゼント!!
当自治会員のご家族
の新小学一年生をご
連絡ください
（3 月 31 日締切）
◎ご連絡は副会長（民生委員）の米里さん
（ ℡ 0 8 0 － 6 6 4 6 － 3 5 2 1 ） 、または奴田
会長、及び各班長まで。
(4) 御 成 町 末 広 自 治 会 ・ シ ル バ ー ク ラ ブ
「総会」を５月２１日（日曜日）に開催予
定です。詳細は追ってお知らせ致しま
すので万障お繰り合わせの上ご出席
ください。

御成小学校の講堂に集合

各自治会のプラカード

折りたたみパ－テーショ ン

組み立て訓練

簡易トイレの設置訓練

トイレ用テントの組立

アルファ米五目ご飯

野菜スープの試食

【御成小学校ブロック防災訓練】
－避難所開設訓練に参加して－
２月２５日、御成小学校体育館にて区内１
６自治町内会が参加して避難所開設訓練
が行われました。
当日は各町内毎に一時避難所に集合後、
御成小学校体育館に想定避難を開始、１０
時に受付訓練を済ませた各自治町内会か
らの参加者１７０人余りが体育館内に集合。
１０時半より防災役員・市役所防災課より避
難所機能他の説明、その後居住スペース
用パーテーションの設営や簡易トイレの組
み立てを通じて、避難所開設時の行動を
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実体験出来ました。訓練後には構内備蓄
倉庫の見学と質疑応答、家庭科室での非
常食の調理体験、多目的ルームでの試食
で避難時の食糧対応を実感できました。
今回の訓練は前回以上に参加者も多か
ったとのこと、当 自 治 会 ・子 ども会 からも
１９名が参加、災害非常時の避難体制に対
する参 加 者 の関 心 の高 さを感 じた体験 訓
練でした。
（自治会防災部担当）

【１２月・１月・２月の自治会活動報告】
＜１２月＞
・４日

第３回班長会

・５日

第一地区社協ケア会議出席

して指導を行ってゆくためのものです。
（推進委員 米里文明）

！ ベスト１６ おめでとう おなり子ども会！
鎌倉かるた大会

・１０日 自主防災組織リーダー研修会出席

小学四年生 篠原麻耶・島村 爽

・１５日 御成小学校一年生との食事会参加

３月４日に建長

・２４日 子ども会クリスマス会開催
・２５日 自治会館大掃除
＜１月＞
・１３日 自治連懇談会出席
・１４日 自治会＆子ども会共催「第２回新年の
つどい」開催
・１７日 「防災のつどい」参加
・２３日 廃棄物減量化推進委員会出席
＜２月＞
・１５日 自主防御成小学校区「防災訓練」打ち
合わせ参加
・２５日 自主防御成小学校区「防災訓練」参加
【定例実施】
※役員会

１２月４日・１月５日・２月６日

※神社清掃 １２月４日・１２月２５日・２月５日
※自主防犯パトロール「すえひろ見守り隊」
１２月３日・１０日・１７日・２４日実施
※ 子ども会 １２月２４日・１月１４日・２月７日・
２月１６日・２月２６日

－廃棄物減量化推進委員会 第４回会合－
１月２３日に今年度最後（No.４）の会合が開
催されました。 今回は「家庭でできる減量」を
中心テーマに、「食品ロス」「分別の徹底」等に
ついて、市 から要 望 がありました。「食 品 ロス」
（広報かまくら２月号参照）については、「手つ
かずの食べ物の廃棄」「食べ残し」をできるだけ
少なく、「もったいない」の精神で、生活習慣の
改善が提案されました。
今年４月から、正しい分別がされていないゴミ
に対して「開封調査」を行えるよう、条令が一部
改正される旨の報告がありました。これは市の
職員のみが開封をすることができ、当該者に対

寺のかるた大会に参加しました。
一回戦突破が目標でした。一
回戦目は２９対１３で勝ちました。
２９枚も取ったので、シード権を
もらって三回戦に進みました。
うれしかったです。三回戦目は
自 分 の前 のカルタを取 る作 戦
で２３対１９で勝ちました。四回
戦目は中学生との戦いで、２９
対１４で負けました。ベスト１６で
した。その中で最年少チームと
言われたのでそんなに悔しくあ
りませんでした。でも来年はベ
スト３に入りたいです。帰りに缶
バッチとサブレをもらって楽 し
い一日でした。
※ベスト１６の大 健 闘 、付 き添
いの大 人 たちの方 が盛 り上 が
っていたかも知れません。大会までたった３回し
か練習しませんでしたが、子ども達は絵札を見
るだけで読み札をそらんじるほど鎌倉かるたに
集中して結果を出しました。会場では空き時間
に中学生のチームに自分たちから練習相手の
お願いをしたり、年少の子の面倒をみたり・・・・・
子ども達の無限の可能性に興奮させられた一
日でした。
（子ども会 １５班 西村多恵子）
※鎌倉かるた大会（鎌倉ペンクラブ主催）鎌倉を題材
にした読み札に地元の画家や漫画家などが絵札を描
いた「鎌倉かるた」であそぶかるた大会。今年は第１５
回大会で、４人１組で９２チームが参加。場所は建長
寺。当子ども会は昨年より参加しています。
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≪末広自治会 まち美化
推進キャンペーン≫
“わが家を彩る花と緑”
会 員 の皆 さんが大 切 に育
てられている花と緑、近隣の
人々に癒やしと潤いを感じさ
せる町内の生け垣等を画像
で募集、会員の皆さんに紹介します。 １２
月号でもお知らせした、３月末から実施予
定のキャンペーンです。応募方法等をホー
ムページに掲載、また後日、募集パンフレ
ットを全戸に配布いたします。大勢のご参
加を楽しみにお待ちしています。
自治会内に沢山の花と緑の話題をつくり
“美化の心の輪”を拡げましょう！

＜第３７回鎌倉散策＞ 満開の桜とボタ
ンを観賞し、西御門の古刹を訪ねる」
・４月３日（月）実施予定・
春とはいえ朝夕の冷え込
みが厳 しい此 の頃 ですが、
皆様お元気でお過ごしでし
ょうか。今回は鎌倉の中心部
を賑わす桜やボタンを愛でて、西御門の来
迎寺を訪ねます。桜は、大蔵・桜道（清泉
小学校前）で樹勢のよいソメイヨシノのトンネ
ルを歩き、鶴岡八幡宮の春ボタンを観賞し
ながら、源氏池にしだれて咲く桜を楽しみま
す。また来迎寺では仏殿内に特別参拝し、
鎌倉の三大美仏といわれる如意輪観音や
鎌倉を代表する地蔵菩薩（いずれも神奈川
県指定文化財）などを拝観します。お楽し
みの昼食は、お馴染みの「山下飯店」で頂
きます。お誘い合わせの上、奮ってご参加
下さい。 申込締切 ◎３月２７日（月 ）まで

－会報「末廣」読者アンケートにご協力
有難うございました－
１２月号で実施しました
会報「末廣」についての
アンケートの集計が終わ
りました。２６０枚 配 布 し
て、提出して頂いたアン
ケートは１６枚でした。
会報の記事内容、また写真、文字の大きさ
などのレイアウト面に関しては、概ね昨年１
２月発行の会報第４０号のスタイルで良い、
との事でした。また少数とはいえ、会報及び
自治会へのご希望等、貴重なご意見も頂き
ました。今後の編集に反映させていきたい
と思います。ご協力、有難うございました。
※自治会館に〒ポストを設置しました。自治会
へのご意見、ご質問、また会報へ俳句やお花
の写真など、お気軽にご投稿ください。

－ふれあい鎌倉ホスピタル・工事説明会－
２月４日１８時から１９時半ま
で、自治会館において、病院
事務責任者・小田圭一氏出
席のもと、１０名（蔵屋敷１名）
の近隣住民の参加で開 催されました。
解体工事は３月末～７月。発掘調査の後、
新築工事は１３か月、完成は平成３０年秋
を予定している、との説明がありました。
住民側からは、早期の立面設計図の提
示、それを踏まえて、住民からの要求を真
摯に受け止め、工事に当たるよう強く要望
が出されました。病院側は、３月末に住民
説明会を開催し、それ以前に図面の提示
を約束しました。
◎自治会 Web サイトの新バージョン◎
４月初旬完成を目指して
作成中です。Ver.1.5

末広自治会 Web サイト・・・ onari21.jp
自治会公式Mail： suehiro@onari21.jp
こども会Mail：k@onari21.jp

www.onari21.jp
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