平成２９年９月

自治会報 第４３号

御成町コミュニティの親睦を目指して
２９年度諏訪神社大祭 宵宮祭の開催！
数日前より天候が心配された８月１日、開催時間を前倒し
１時開場で宵宮祭が始まりました。今年も準備万端の好評
ホットドッグや炭焼きトウモロコシと串フランク、子どもに人気の
綿菓子の模擬店の他、輪投げ・ヨーヨーつり等のゲームで子
ども連れ来場客を迎えました。気になる曇り空も生憎２時頃よ
り雨雲に雷も、それでも傘を差して模擬店での買い物をする
皆さんやゲームを楽しむ子ども達の姿も、残念ながら３時前
には雨足も強まり全員雨宿りを余儀なくされ、４時には祭もお
開きに...。毎年お楽しみの盆踊りも中止となり今年は静かな
夏祭りに、如何ともし難い当日の天候でした。事前準備や当
日のお手伝いにご協力を頂きました皆様、大変お疲れ様でし
た！来年こそは快晴の下、諏訪神社境内でお会いできること
を願います。なお来場子どもへの配布お菓子の残り７０袋余
は「御成こどもの家」に寄贈させて頂きました。
（諏訪神社宵宮祭実行委員会）
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「自治会まち美化推進キャンペーン」
“わが家を彩る花と緑”に５７件の応募！
■３月にスタートした自治会企画の当キャン
ペーンは、会員参加でわが家の“花と緑”を
通じて会員相互のふれあいと自治会の新た
な活力、絆づくりを目指すことと致しました。
■７月２０日に応募締切、その間に皆様から
①育成に家族の想いが込められ、開花の喜
びを与えてくれる花木②情熱と工夫を凝ら
して育てられた草花③家族のみならず周囲
の環境にも彩りと潤いをもたらす花と緑等、
沢山のご応募を頂くことが出来ました。

■応募作は総会や班長会の場で一堂に展
示、また奴田自治会長店舗一階ウィンドウを
お借りし掲示、往来の方々にもご覧頂いた他、
ケーブル TV(J:COM) では自治会花壇や諏
訪神社境内清掃など自治会活動と共に番組
ニュースで大きく取り上げられました。

■総数５７件の応募内容は甲乙つけ難いも
のばかりですが、画像や記入コメントを慎重
に審査し会員の皆様からの「いいね」も考慮
し入賞者を決めさせて頂きます。なお自治
会会長賞は会長より鎌倉彫の提供も、他心
ばかりの各賞賞品を準備中です。

■詳しくは臨時会報「まち美化キャンペーン
特集号」を発行し受賞作品を掲載致します。
当キャンペーンへのご理解と沢山のご応募
に御礼申し上げます。
（自治会まち美化推進キャンペーン実行委員会 ）
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９月 号 自 治 会 ニュース

(１) ♪♪夏休みラジオ体操♪♪
７月 21 日から 30 日迄の 10 日間、御成小
学校グラウンドで行われました。早起きして
参加したみなさん、頑張りましたね！！

(２)社 会 福 祉 協 議 会 「 鎌 倉 福 祉 ま つ り 」
が９月 ３日 福 祉 センターで開 催 され、献
品 に ご 協 力 を 頂 いた バ ザ ーや 模 擬 店 等
多 くの催 し物 が行 われました。

③山崎のゴミ焼却炉の建設計画が地元住
民の反対で頓挫。名越センターが閉鎖され
る平成３７年までの建築に向け、計画実行
が急務。
（３）自治会における避難行動要支援者リス
トの対応について
①リストに載っている対象者宅を表示した町
内地図を班長に配布。
②各班長には、災害時には自らの安全を確
保したうえで、できる範囲で避難の手助けを
依頼。
（４）その他
①８班長より御成町１２−８に５階建のホテル
建設の申請がなされたらしいとの報告。

【第二回 班長会の報告】
９月９日１６時より、自治会館にて１２名の班
長が参加して開催されました。
（１）西口駅前時計台広場再整備について
市・拠点整備部再開発課宇高次長より、限
られたスペースを有効活用するための計画
（案）の説明を受け、意見交換を行いました。
自治会員からは、広場の禁煙化、「スクスク
の木」の保存など、住民の声を伝えました。
また、アンケートの実施をリクエストしました。
（２）市長と「ふれあい地域懇談会」
（７月２７日）報告
①市庁舎移転計画について、市長より移転
先は未定との説明があり、各自治会長より、
窓口業務、行政センターは JR 駅近くに、と
の意見が出されました。
②子ども会館は、旧図書館の改築などでは
なく、御成小学校生徒数に見合った規模の
建築を提案、市長からは検討するとの回答
がありました。
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【６月・７月・８月の自治会活動報告】

＊平成２９年度 自主防犯パトロール＊
−“夏期すえひろ見守り隊”活動報告−

＜６月＞

今年も８月の毎土曜日２０時
より自治会役員の他、市役所
市民安全課と御成交番の警察
官の同行協力を得て地域防犯
パトロールが実施されました。
当自治会地域にも増えつつある空き地無
人駐車場や人通りの少ない暗い路地裏の巡
回見廻りが行われました。今回各班長へ参加
の呼び掛けに２班長の協力がありʻこんな所
に裏道が？ここにも空き地や空き家が？ʼとの
声が聞かれました。自分が住む地域の環境
を知る意味でも貴重な体験であったことと思
います。次回１２月の歳末すえひろ見守り隊
への参加協力もお願い致します。
（自治会防災・防犯部担当）

・４日 子ども会ランチパーティー(兼防災訓練)
＜７月＞
・２日

交番横花壇 J:COM 取材、撮影

・１５日 第１回班長会開催（自治会館にて）
・２７日 鎌倉市ふれあい地域懇談会出席
＜８月＞
・１日

諏訪神社宵宮祭開催

・２日

諏訪神社神前祭開催
自主防災組織御成ブロック防災会議出席

・３日

祭礼後片付け清掃、反省会

・２４日 市総合防災訓練参加
・２６日 子ども会花火大会
［定例実施］
※役員会 ６月５日・７月３日・７月１５日・８月７日
※交番横花 壇と広場の清掃 毎日曜日朝
※神社清掃 ６月 ４日 ・７月２日・７月２６日
※諏訪神社大祭 検討会 ６月６日・６月１２日
７月６日・７月１９日・７月３１日
※自主防災パトロール“すえひろ見守り隊”
８月５日・８月１２日・８月２６日
(８月 １９日 は雨天のため中止)
※おなり子ども会 ６月４日・７月 ２０日 ・７月２３日
８月１日・８月２６日

【図書紹介】
最初、子供用の本だと思っ
たのですが、内容の深さに
驚きました。神社仏閣の説
明、歴史や地理、寺社の
縁起、地域に伝わる伝説
などを紹 介 しています。ま
た、鎌倉の行事や産業、史
跡 めぐりのコース、鎌 倉 に
関わる歴史年表もあります。定価：２０００円、
販 売 所 ：島 森 書 店 、たらば書 店 、鎌 倉 市 役 所
行政資料コーナー（市役所本庁舎 3 階）
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【Web サイト紹介】
◆ 子ども会便り ◆

！！第 2 回 “おなり花火大会”開催！！
８月２６日、夏休み最後の
土曜日に諏訪神社境内で
“おなり花火大会”を開催。
夕方から雨の予報に、直前
まで空模様をみながらのギリギリの開催決
定でした。 初めての花火に最初は怖々だ
ったチビっ子も消えるとまた１本、そしてまた
１本と最後まで手には花火がありました。
男の子は動きと音の出るネズミ花火、女の
子は手持ちの美しい花火がお気に入り。
色が変わる噴出型のド派手花火に歓声
をあげ、線香花火は火玉を落とさぬよう静
かに飛び散る花火を見つめていました。フ
ィナーレは見応え満点の「ナイアガラ」。
最初は音も光も華やかに流れ落ち、そし
て少しずつ消えていく滝の姿に、楽しかっ
た夏の終わりを感じたのでは...。
幸い雨にも降られずに和やかな雰囲気の
なか、綺麗で楽しい花火大会でした。

Googleなどの検索アプリに「御成町末広自治
会」と入力しますと自治会サイトに繋がります。
まだ、リンクは未完成ですが、広報や最近の
イベントはTopページで閲覧できます。
ドメインはonari21.jp またはwww.onari21.jp
です。今年度中に完成する予定です。
◎スマホ、タブレッド対応です。

【おなり子ども会の Facebook ページ】
Facebookで「おなり子ども会」と入力します。
ア ド レ ス ： https://www.facebook.com/お な
り子ども会-1831467460414203/

◎最新の情報を UP しています。花火大会
やイベントの動画もあります。
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【29 年度：御成小地区市民大運動会せ】

(１)当シルバークラブの８０歳以上の会員の

スポーツの秋 に恒
例の市民大運動会が
１０月８日(日) 御成
小学校グラウンドにて
開催予定です。雨天時は同小学校体育館
にての開催となります。自治会では観覧席
に自治会テントと椅子席を設営予定です。
子ども会と連携協力のもと会員の皆様の参
加出場をお待ちしています。詳細は後日回
覧にてお知らせ致します。

皆様３０名(男性１０名・女性２０
名)に、ご長寿をお祝いして記念
品をお届けしました。最高齢の
方は男性９２歳・女性９０歳です。
皆様、益々お元気でお過ごしください。
(２)みらいふる鎌倉バス旅行報告
★〜高級マスクメロン狩り〜★
８月２３日実施致しました
マス クメロン 狩 り＋ 秩 父 宮 記
念公園を見学しました。
マスクメロン狩りに昼食のしらす釜まぶし

【第３８回 鎌倉散策】
「江の島探訪‥江の島神社参拝、

御膳やえびせんべいの試食、お土産のとら
や小型羊羹などお腹も満足の一日でした。

展望台眺望、天然林散策」

(３)「第６回三世代交流 in 坂ノ下」

◆実施日：１０月３日（火）です。

１０月２１日(土)坂ノ下海岸にて開催予定。

◆申込締切：９月２６日（火）までです。
暑い夏も終わり、秋日和が待ち遠しい此
の頃ですが、皆様お元気でお過ごしでし
ょうか。今回は鎌倉の隣にあっても、意外
と足が遠のいている江の島を訪ね、知ら
れざるスポットを散策します。

今年も海岸清掃・ラジオ体操・魚の勉強会・
地曳き網や、新たに子ども向けゲーム大会
等行う予定です。当日９時３０分受付開始
で催しは午後２時迄、定員は先着３００名、
飲み物・昼食は持参で。雨天中止です。

江の島神社や弁財天(日本三大弁財天

(４)「第 ８回 市長杯争奪いきいき健康麻将

のひとつ)の参拝、標高１００m 余の展望台

大会」が１１月１２日(日)福祉センターで開

からの眺望、江の島の裏の顔である天然林

催されます。サロン会や一般参加の皆さん

歩道の散策などをお楽しみください。

で個人戦、団体戦を行います。お問い合せ

自治会の皆様のご参加もお待ちしています。

は奴田不二夫さん(℡0467-22-5550)まで。

※上り道はエスカレーターを利用しますので、上
り階段はほとんどありません。昼食は各自のお好み
で、江の島 ならではの海鮮料 理を頂きます。お誘
い合わせの上、奮ってご参加下さい。
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自治会館に〒ポストを設置し
ました。自治会へのご意見、
ご提案などがありましたら、
お気軽にご投函ください。

