
平成 27年 2月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齊藤

日 時 : 平成 27年 2月 22日 (日 ) 午後 7時～9時
場 所 : 柏尾町内会館 2階大会議室

議 題 :(司会進行 : 天本副会長)

1. 柏尾地区連合町内会広報部会報告 (2/21 柏尾小コミハウスにて開催)

(1)2月度区連会報告 : 別紙参照 (*H27年度国勢調査について、10月実施)

(2)連合町内会関連議題の報告

① 子どもドッジボール大会の結果報告 (2/22 体育館): 青体指

② H27年度(2015)行事予定表(案)について

③  「柏尾さわやかウォーク」の日程及びコース案について

5月 10日 (日 )開催 コース :旧川上村めぐり (3月 8日下見にて決定)

④ 防災用丼戸掘りの結果について :64mまで掘り湧水確認、分担金 190,600円

⑤ H27年度 防災会議の報告 (拠点訓練 10/25): 澁谷副会長

⑥ 柏陽台緑地 (供養塚周辺遊歩道)の整備に関する第 4回打ち合わせ (2/6)

2. 柏尾町内会関連議題について

(1)柏尾町内会 初午稲荷講の報告 : 2/11(祝 ):
(2)地域推薦団体役員の推薦について (提出期限 2/27):

①環境事業推進員  → 澁谷 進、小田島 均 両氏を推薦済

②スポーツ推進委員 → 市川 利夫 氏を推薦済

③消費生活推進員  → 千野 清美 氏を推薦済

④保健活動推進員  → 齋藤由紀、片桐久禾□、青木さつき、皆川雅子 4氏を推薦済

(3)柏尾富士見台自治会への「意見書」提出について

「意見書」の作成及び対応については、三役に委任していただきたい。

(4)柏尾町内会 H27年度総会に向けての準備、日程について

①3月度役員会 (3/22)にて三部会の年間活動報告、総会の開催通矢□(全会員配布)

②4月度臨時役員会 (4/11)にて決算、方針等決定 → ③4/12議案閲覧(会館)

④総会議案印刷 (4/19) → ⑤定期総会 (4/26)
(5)「無事ですカード」掲出に関するアンケート調査の結果について :澁谷副会長

(6)H26年度広報よこはま配布謝金下半期の支払い : 112,750円

3. その他報告事項

(1)柏尾rs~iら リサロン 2月度例会 (2/20)報告 : 小山部会長

(2)「柏尾の 100年史」第 2期版の発行に関する報告 (日程決定の件、他)

(3)会館運営委員会からの報告 : 小宮委員長

4. 配布物 (回覧/ポスター)について

* 区連会資料、コミハウス、PttA、 その他

5. 広報仕分け日  3月 2日 (月 ) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

6. 次回役員会 : 3月 22日 (日)198寺から 柏尾町内会館

7. 懇 談                               以上



趾…

1 お知 らせ (警察・消防・ ごみ量)

戸塚区連合町内会自治会連絡会 2月定例会

日時 平成27年 2月 18日 (水 )午後 2時

会場 戸塚区役所 9階特別会議室

/

Ｖ

　

　

Ｖ

03月 区連会 について

日 時 :      凋・■輝 日「(水)午後 2時
会 場       階特別会議室

6 その他事項

3 重要な情報提供

聰 議  題 担当部署 資料種別 概  要

横浜市民防災センター再整備事
業に伴 う休館について
【市連会議題】
【広報よこはま3月 号掲載予定】

戸塚消防署 情報提供

横浜市民防災センター再整備事
業に伴い、次の期間休館しま
す。
平成27年 4月 1日 から概ね1年間

11
「春の火災予防運動」のお知ら
せと防火ポスター掲出のお願い 戸塚消防署 帥嚇

期間中、ポスター掲出をお願い
します。
期間 :3月 1日 ～ 7日 (土)

狂犬病予防事業について
【市連会議題】
【広報よこはま3月 号掲載予定】

生活衛生課
情報提供
町内会 1部

責浜市における今後の狂大病予
方対策について説明します。

平成27年度区役所機構改革につ
い■C
【市連会議題】
【広報よこはま3月 号掲載予定】

総務課 情報提供

平成27年 4月 からスタートする
「子ども ,子育て支援新制度」等
のヽ対応を契機に、区役所の機構

女革を行いますので、お知らせし
ます。

「横浜市中期 4か年計画2014～
2017」 冊子等の配布について

区政推進課
情報提供
町内会 1部

「横浜市中期 4か年計画2014～
Ю17」 冊子等を配布いたしま

｀

す。

2 依頼事項

ヽ 議  題 担当部署 資料種別 概  要

l
戸塚区社会福祉協議会理事・訛
議員候補者の推薦について

戸塚区
社会福祉協議会 依頼

戸塚区社会福祉協議会理事 。評
議員候補者の推薦をお願いしま
す。
推薦期限 :2月 27日 (金)

①平成26年度広報紙配布手数料及び活動
費・募集協力事務費の支払いについて
②平成27年度各種広報紙配布のお願いにつ
い¬〔

戸塚区
社会福祉協議会 依頼

①広報紙配布手数料等を支払いま
すので、請求書を3月 2日 (月 )ま
でにご提出ください。
②平成27年度各種広報紙の配布を
お願いします。

蜃婆F羅鍾傷諄暑」晃黒裳妥是
つ いて

地域振興課

「ヨコハマ 3R夢」推進功労者表
しヽます。

)

平成27年民生委員 '・ 児童委員及
び主任児童委員の推薦について 福祉保健課 依頼

欠員等の地区について、別途候
補者推薦の依頼をしますので、
よろしくお願いします。

5

平成27年国勢調査調査員の推薦
依頼について
【市連会議題】

総務課
3月 に別途依頼文を送付しますの
で、調査員の推薦をお願いしま
す。

戸塚区明るい選挙推進協議会推
進員の推薦依頼について 総務課 依頼

地区から推進員2名 の推薦を
いしま

一

7
平成26年度広報配布謝金下半期
(10月 ～3月 )の振込みについて 区政推進課 依頼

確認ハガキを2月 10日 に発送しま
したので、2月 27日 (金)ま でにご
返送ください。

平成27年度 「広報よこはま」な
どの配布依頼について

【市連会議題】

区政推進課
依頼

町内会 1部

平成27年度も引き続き、広報よ
こはま等の広報紙の配布をお願
いします。

第59回戸塚桜まつりのポスター

配布及び協賛金のご協力につい
て ヽ

地域振興課 鰊師
ポスター掲出及び協賛金のご協
力をお願いします。
開催日 :4月 4日 (土)

4 班回覧・掲示板掲出依頼

聰 議  題 担当部署 資料種別 概  要

「保健活動推進委員会だより第
8号」の班回覧のお願い 福祉保健課 班回覧

保健活動推進委員会だより第8号

を作成しましたので、班回覧を
お願いします。

冨輌干言省雪ξ習最「糞許」秀
発行に伴 う班回覧のお願い

地域振興課 班回覧
戸塚区青少年指導員だより第57

号を発行しましたので、班回覧
をお願いします。

5 情報提供

恥 議  題 担当部署 資料種別 概  要

「あなたのまちの民生委員・児
童委員」の配布について

福祉保健課
情報提供
町内会 1部

「あなたのまちの民生委員・児
童委員」を作成しましたので、
お知らせします。

平成27年 3月 号
広報とつかトピックス 区政推進課 情報提供

医報 よ こ は ま 月 琢 凶 取 の 四 谷 を

お知らせします。



2015年度 行事予定表 (案 )

←場所予約   く 各行事の開催案内を行う日程

※上の予定表は、小中学生をはじめとした地域住民を対象とした行事で、青体子中心で準備するもののみです。

柏尾もちつき大会 小学校、PTA、 中学校等を含めた実行委員会形式で準備を行います。

連合広報部会  毎月 第3日曜(ただし、8月 、12月 はありません)

2015/2/21
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2015年 「柏尾さわやか ゥォーク」コース案

本年は「柏尾の百年史」の第二期版として、上柏尾地区を中心に編纂中です。
その発刊にちなんで、懐かし場所を散策するウォークを企画いたしました。

『旧川上村めぐり』としてウォークをご案内致します。

開催日時 :5月 10日 (日 )

集合  :09100柏 尾小学校

コース  :旧川上村めぐり

計
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平成 27年 2月 22日
柏尾町内会会員の皆様

柏尾町内会会長 斎藤 純―

担当副会長 澁谷 進

防災部長 齋藤 孝次

平成 26年度地域防災拠点訓練実施時における

「無事ですカード」掲出状況アンケート結果報告

書寒の侯、町内会会員の皆様におかれましては、益尺ご健勝のことと存じます。

本年 1月 8日付けで実施した「無事ですカード」掲出状況アンケートについては、柏尾町内会の多<
の皆様のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

アンケートの集計結果を報告するとともに、皆様からいただいた貴重なご意見ご要望等を踏まえ、今

後の防災訓練に十分反映するよう検討したいと考えておりますので、今後ともご協力をお願いいたしま

す。

ンケートの実施概要およ

実施期間 :平成 27年 1月 8日～ 1月 25日
全世帯数 :953世帯

回 収 数 :696世帯 (回収率 73%)

掲出したと回答した祁 世帯は全世帯数に対し

“

%となつており、訓練時に確認した掲出率

“

%
に比べて3%増加している。これは組長が確認した後や分かりに<い場所に掲出されていて確認できな

知らなかつたと回答した99世帯は未掲出の 39%、 回収数の 14%であつた。未回収の世帯を考慮す
ると知らなかった世帯は 1銘÷073=19%と推定され全世帯数の約 2割、もしくはそれ以上の世帯が

1。 持つていないと回答した 12世帯の中で氏名を記入していない方や、また逆に掲出したと回答した中
にも名前を記入していた方がいた。

2.朝 7時では早過ぎると回答したのは30世帯であったが、忘れて掲出しなかつた世帯に加え掲出した
世帯の中にも早過ぎると答えており、出来れば日曜日の朝早い時間は避けて欲しいと者えている世帯
が多いかも知れない。→婦出時間の検討

3.訓練を知つていて忘れたと回答したのは96世帯で知っていて掲出しなかつた世帯の臨 で最も多
かつた。→前      |
4。「無事ですカード」は麟要ないと回答したのは最も少な<7世帯であつた。

今
5。 その他と回笞したのは33世帯で、ほとんどが外出または留守と答えていた。当絹菫時間●検討

質問 1。 「無事ですカート」を掲出しましたか
回収数

(696)

割合

(対回収数)

割合%
(対全世帯数)

1.掲出した

“ “

%

“

%
2.掲出しなかった 253 36% 27%

かつたなどが壱えられる。

質問2。 掲出しなかつた方は訓練があることは知って
いましたか

未掲出数

(253)

割合

(対未掲出数)

割合%
(対回収数)

1.知らなかつた 99 39% 14%
2.知つていた 154 61% 22%

知らなかつた可能性がある。

質問3.割1練を知つていて掲出しなかった理由について

お尋ねします (複数回答)

回答数

(1781

割合

(対回答数)

割合%
(対回収数)

1.「無事ですカート」を持つていない 12 7% 2%
2。 掲出する時間が朝7時では早すぎる 30 17% 4%
3.掲出することを忘れた 96

“

% 14%
4。「無事ですカード」は必要ない 7 4% 1%
5。 その他 33 19% 5%



1.回覧の内容・ 方藩書の検討'(4件)

(1)回覧文について、地域防災拠点訓練と柏尾町内会独自の「無事ですカード」掲出訓練との違いを分か

りやす<するとともに、場合によつては掲出副1練を別にして回覧する。

(2回覧ではなく1枚ずつ各家庭に配布することを検討する。内容も完結に大きな文字で作成する。

(3)適切な回覧時期・回数を検討する。

2,掲出時間の検討 (120
(1)日曜日の朝7時は一般的なライフスタイルからすると抵抗感があることを考慮し、掲出時間に幅を持

たせることを検討する。(例 7αンJ4∞ 等)

(a外出し夜遅<まで掲示したままでは無用心であること、またカードを同時仕舞つていいかわからない

こと等の意見を考慮し、組長等が確認した後はカートをポストに投函することを検討する。

(3)前日から留守の場合は、事前に組長に申告するなど確認方法を検討する。

3.訓諄当日の広報 ,       lC8件 )

(1)掲出訓練を忘れてしまつた世帯が多かったことを踏まえ、訓練当日に広報車によるマイク放送が出来

るか検討する。

(2)カードを掲出しなかつた家への一声掛け運動 (共助精神)や、組長さんが1件ずつ「訓1練です無事で

すか」と声をかける方がよいとの意見があるが、災害時の被災世帯を迅速に確認するための訓練である

ことを考慮した上で、なお必要であれば声掛けを行うか決める。当然災害時には組長さんだけでな<近
隣で声を掛け合うことは必須ではないかと思われる。

(3)カートを掲示する場所を決めてお<(門、玄関ドアノブ他)ことを検討する。

4.r無事です力‐卜」の必要性を      ・ 《澤つ i

(1)必要ないと答えた方は
｀
「「無事です」カードより、直接家族確認した方が良いと思います。」、「形

式的なカードの掲出を行う前に。人々とのコミュニケーション (対話)を重視し、心の対話を行うこと

が重要だと思います」というご意見でしたが、どちらが良いということではな<どちらも重要で必要で

あることを丁寧に説明する。

ご要望に対する検討(6件)

1.一時避難場所の複数指定を希望します。

2.防災訓線フォローお疲れ様です。掲示率向上は大変重要ですが、そのフォローが2ヶ月以上もかか

るのです

"少
な<とも半月以内にやらなければ、守って出している人たちの認識も低下しませんか。

3.現在、各家の子供達が成長t/m立した家があるので、正しい家族数が不明、近くに2棟のアパート

があるが、町内会に入つていないので、災害時はどのようにしたらよ<わからない。

4。 柏尾小の駐車場での集合でしたが、実際の場合、狭すぎて避難することができるのでしょうか。

5。 近年の防災訓練は町内リーダー向けのようですが、同時に一般住民の訓練も密にできたら良いと思

う。参加できる体制を作リコミュニケーションを深めることが大事だと思う。

6.掲出率44%というのは防災意識の低さを示していると思います。災害に対しても自助が最初の一

歩です。

以上のご意見、ご要望に関しましては真摯に受け止め、すぐに改善できるものは改善するとともに、

各関係機関との調整が必要なものについては積極的に働きかけて改善したいと考えています。



健康スポーツ麻雀愛好会 (略称 :KSMA)会 員募集について

■目的 :本会は「健康スポーツ麻雀愛好会」(略称:KSMA)と称し、町内会員の

相互親睦と会員の心身の健康維持及び健康増進を目的とします。

■期待される効果 :1)対局(相手4人 )との駆け引き、場の先を読む等、脳の活性化

2)手 (指)作業と発声0点棒による計算・やり取り等、心身の活性化

3)コミュニケーションの和(輪)が町内会の活性化を促進します。

■活動場所 :本会(KSMA)は、事務局及び活動場所を柏尾町内会館内に置きます。

■活動日 :毎月第2木曜日及び第2金曜日の午後1時から5時迄とします。

(町内行事が優先で、町内行事開催時は休止となります)

■会員資格 :柏尾町内の住民で、会の趣旨に賛同した成人が会員になれます。

【ルールの重要ポイント】,下記3禁を厳守すること(会の趣旨)

① お金等を賭けない

(スポーツゲームの麻雀を楽しみ、ギヤンプルでない)

② アルコール類を飲まない、他者(=対局)へ配慮する

(健全な麻雀ゲームで他者の尊重を重視する)

③ 飲食禁止、但し薬の服用時や暑さ対策の為、水分補給は可能

■運営 本会(現在:準備会)の世話人

○代表  ○事務局  ○会計  ○幹事(若千名)

●本会の発足後、会議(会員による話合い)により、役員を選出予定。

●本会は自主サークル活動であり、会場の準備0片付け0清掃等

活動は全員で共同(協働)にて行います。

●会則は、年1回の総会にて制定改廃を行います。

■会員募集 :添付した「入会申込書」によります。

①募集期間:平成27年3月 1日 から3月 12日 まで

②募集要項及び用紙は別紙参照

■会費について

1。 会費は、1ケ月200円で、4月 ～9月 (前期6ヶ月)分は3月 に集金、

10月 ～翌年3月 分(後期6か月)分は、9月 に(前納0集金します。

(途中加入者は月割りで計算します)

2。 入会する際、入会金(1,000円 )を申し受けます。

3。 体験入会(1回限り)は、200円とします。
③懇親会費
ます。

※会則 (案)は、総会時に会員全員で確認致 します。
以上

料*準
偏Ωξ整 (高、岩峙 徳江陰訓、山ロ フ¥H会諦、福井 馨 綱



柏尾町健康スポーツ麻雀愛好会入会申込書

(入会説明会 :平成27年3月 19日 【木】午後1時3o分より ,町内会館にて)

下記の世話人に渡すか、「町内会館」玄関前に設置してある

応募箱に3月 1日 から12日 の間に投函してください。

※不明な点がありましたら下記の世話人にお問い合わせ

願います。

柏尾町「健康スポーツ麻雀愛好会」

準備会世話人: 代表 網谷 譲二(824-

岩崎 徳江(823=

山ロ フミ子(825-

福井 肇  (8257

)(50組 )

)(8組 )

)(39-1組 )

)(37-2イ咀)

(総会:平成27年4月 3日 【金】午後1時30分より 町内会館にて)

ふりがな 組名

氏名 性別 男 女

(該当するものにO印をつけてくださし

住 所 柏尾町 番地

年齢 20代  30代  40代
(該当するものにO印をつけてください)

50代 60代以上

連絡先 電話番号 :

説明会
出席します   ・欠席します

(該当するものにO印をつけてください)

総会
出席します   ・欠席します

(該当するものにO印をつけてください)

※入会申し込み書は


