
平成 27年 3月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齋藤

日 時 : 平成 27年 3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 (3/22 柏尾小コミハウスにて開催)

(1)3月 度区連会報告 : 別紙参照

(2)連合町内会関連議題の報告

①  跡白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 下見実施)

② 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

③ 戸塚アンダーパス開通記念式典について :別紙参照 (3/24 10時～)

2. 柏尾町内会関連議題について

(1)地域推薦団体役員の推薦について (提出期限 3/20):
①家庭防災員研修受講者の推薦 (連絡員 :先暗真由美、平良詩子、丸野綾子、柿崎干代)

(2)柏尾町内会 H27年度総会に向けての準備、日程について

①三部会の年間活動報告 :別紙参照

②総会の開催通矢□案提案 (全会員配布)

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

④総会議案印刷 (4/19) → ⑤定期総会 (4/26)

(3)役員現況届&□座振替依頼書 : 提出締め切り 5月 29日
(4)地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金関係書類 :提出締め切り 6月 30日

(5)H27年度「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び前年度の活動報告について

提出締め切り 6月 30日
(6)柏尾町内会特別会員巡回の報告 :吉倉会計

3。  その他報告事項

(1)柏尾パヽらリサロン 3月度例会 (3/20)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  4月 1日 (水) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

6. 次回臨時役員会 : 4月 11日 (日)19時 から 柏尾町内会館 (総会議案審議)

7. 懇 談           
土                   以上



手鳳 AMA   塚 区連合 町 内会 自治会連絡会  3月 定例会

日時 平成27年 3月 18日 (水)午後 2時

会場 戸塚区役所 9階特別会議室

1__お知 らせ (警察・消防・ごみ量 )

ソ

t/

1    日 時 平成27年 4月 20日 (月 )午後 2時 (プ致 1崎 4iケ )iシ

1      会 場 戸塚区役所 9階特別会議室

6 その他事項

(1)平成27年度戸塚区連合町内会 自治会連絡会定例会 日程

(2)その他

○さ月区連会について

LED防犯灯ESCO事業の施工完了

について
【市連会議題】

/4ヽ壻卜う1予 で_,し に/g、そた

地域振興課 情報提供

LED防犯灯ESCO事業について、平
成27年 2月 末をもってほぼすべ

て、LED化改修工事が完了しまし
たのでお知らせ します。

横浜市落書き行為の防止に関す

る条例の施行について

腰覇賛霞よ5月 潟尋蒼獣専準薔r斡
地域振興課

情報提供
町内会 1部

4月 1日 より横浜市落書き行為
の防止に関する条例が施行され
ますので、お知らせします。

2 依頼事項

NIo 議  題 担当部署 資料種別 概  要

1

①平成26年度各種募金等の実績報告に
て,いコ〔
②平成27年度赤十字運動強調月間啓発
資材の必要数確認のお願い

戸塚区
社会福祉協議会

依頼
情報提供

D平成26年度各種募金等の実績を報告
します。
②啓発資材の必要数について別途依頼
しますので、ご回答お願いします。

平成27年度戸塚区自治会町内会役員現
況届及び口座振替依頼書の提出につい
て

地域振興課
部

棘
由‐町

受員現況届及び口座振替依頼書の
是出をお願いします。

興

地域活動推進費補助金・防犯灯維持管
理費補助金の平成26年度報告書類及び
平成27年度申請書類提出のお願い

地域振興課
依頼

町内会 1部

平成26年度報告書類及び平成27年

度申請書類の提出をお願いしま
す。

興 ―丑盤生
・

堕 Q肛火)

4
平成27年度「町の防災組織」活動費補
助金の交付申請及び前年度の活動報告
について

総務課

タリ鶴

依頼
町内会 1部

4 班回覧・掲示板掲出依頼

No 議  題 担当部署 資料種別 概   要

「戸塚ヘルスメイ トだより 食生活
とつか」第7号及び「食生活等改善
推進員セミナーのお知らせ」の班回
覧のお願い
【広報よこはま4月 号掲載予定】

福祉保健課 IJI回 覧
2つ のチラシの班回覧をお願いし
ます。

「スポーツ推進委員だより」第
16号の発行に伴 う班回覧のお願
セ`

地域振興課 FII回 覧

「スポーツ推進委員だより」第
16号を発行しましたので、お知
らせ します。

3 重要な情報提供

N0 議  題 担当部署 資料種別 概  要

5
催 しに対する新たな火災予防対
策について
【市連会議題】

戸塚消防署
情報提供

町内会 1部

横浜市火災予防条例の一部を改
正し、 「催 し」における火災予
防対策を強化しましたので、お
知らせ します。

6
生活困窮者 自立支援制度につい
て
【市連会議題】

保護課
情報提供

町内会 1部

平成27年 4月 1日 より施行される
「生活困窮者自立支援制度」につ
いて、案内チラシを作成しました
ので、お知らせします。

7

平成27年度横浜市市民活動保険
のご案内
【市連会議題】

総務課
情報提供
町内会 1部

横浜市があらかじめ保険料を負担
し、保険会社と契約している横浜
市市民活動保険のご案内をしま
す。

8 旧深谷通信所について

咤

“

 ′i夕 4会

政策局
基地対策課

情報提供
町内会 1部

戸塚区深谷通信所返還対策協議
会で説明しました資料を配布 し
ます。

9

「戸塚区読書活動推進 目標」の
リーフレットについて
【広報よこはま4月 号掲載予定】

地域振興課
情報提供

町内会 1部

「戸塚区読書活動推進目標」の
リーフレットを作成しましたの
で、お知らせします。

5 情報提供

No 議  題 担当部署 資料種別 概   要

保健活動推進員だより配布のお

願い
福祉保健課

情報提供
町内会 1部

保健活動推進員だよりを発行し
ましたので、お知らせします。

防災・区民マップ (平成27年 3月

作成)の配布について
総務課

情報提供
町内会 1部

地図情報等を更新した防災・区
民マップを発行しましたので、
お知 らせ します。

平成27年度 「横浜市交通安全運

動実施計画」について
【市連会議題】

地域振興課
情報提供

町内会 1部

平成27年度 「横浜市交通安全運
動実施計画」を策定しましたの
で、お知らせします。

17
資源循環局長からの感謝状贈呈
について

地域振興課
情報提供

町内会 1部

「ヨコハマ3R夢プラン」の推進に
ついて、戸塚区連合町内会自治会
連絡会及び戸塚区環覚事業推進委
員連絡協議会の皆様に感謝状が贈
呈されましたので、お知らせしま
す。

平成27年 4月 号
広報 とつか トピックス

区政推進課 情報提供
広報よこはま戸塚区版の

お知 らせします。



区連会 3月 定例会説明資料

平 成 27年 3月 18日

戸  塚  消  防  署

催しに対する新たな火災予防対策について

平成25年 8月に京都府福矢□山市で発生 した福矢□山花火大会火災を教訓に、横浜市火災予

防条例の一部を改正 し、「催 し」における火災予防対策を強化 しました。

1 対象となる催 し

① 区民まつりのように、不特定の方が多数、集まると予想される催しで、コンロ等 (鉄

板焼き用コンロ、発電機等をいいます。以下同じです。)を使用するものが対象となりま

す。

② 町内会のお祭りや運動会など、顔見矢□りの方展を中′bと した催しは対象となりません

が、この場合でも、コンロ等の取扱いを行う露店業者等の出店がある場合は、対象とな

ります。

2 対象となる催しを開催するときにしていただくこと 0」象となる催しに出店する全ての

露店等に適用されます。)

(1)消火器の準備

コンロ等を使用する方は、消火器の準備をしたうえで使用 して<ださい。

(2)露店等の開設届出

コンロ等を使用する露店等 (露店、屋台、キッチンカー等をいいます。以下同じです。)

を開設する方は、事前に消防署又は消防出張所へ届出をしてください。(届出書 :裏面)

届出は、主催者や露店等の代表者がまとめて出すこともできます。

S″'易'日嘉
==

その他

にお問い合わせください。

対象とならない催 しでも、コンロ等を使用するときは、万が一の場合に備えて消火器な

どの消火の準備に努めてください。また、ご希望により、火災予防上のア ドバイスをさせ

ていただ<こともできますので、ご相談<ださい。

受付及び間含せ先

戸 塚 消 防 署 881-0119
大 正 消 防 出 張 所 853-0119 吉 田 消 防 出 張 所 861-0119
鳥が丘消防出張所 862… 0119 東戸塚消防出張所 821-0119
深 谷 消 防 出 張 所 854-0119

防
、
Ｌ
祇

)肖 署
ヽ露店等の開設届出 (5日 前まで)

―̈一  ―一一―一―           ― コ・‐Jム‐



柏尾さわやかウォーク2015 お知らせ

～旧川上村めぐり(100年の時を超えて)～

2015年 3月 吉日

柏尾さわやかウォーク実行委員会

柏尾地区の皆様ヘ

今年も桜の季節が訪れようとしてお ります。この案内が届く頃には美 しく咲き誇ってい

るかと思います。 さて、昨年は旧東海道の宿である「柏尾につながる保土ヶ谷宿」の散策

を行いました。本年は、 「柏尾百年史第二期版」発刊に当た り掲載された史跡の今&音を

訪ねる「旧川上村めぐり(100年 の時を超えて)」 を企画いたしました。

昔の写真と現代を見比べてみませんか ?

さらに途中に 100年前では到底手に入 らない、アイスクリームを食する事も計画に入

れてお ります。多くの皆様のご参加をお待ちしてお ります。

敬 具

2015年 5月 10日 (日 )9時 柏尾小学校

(荒天中止の場合、当日7時までに

柏尾小学校校庭 集合

、柏尾地区社会福祉協議会

進委員連絡協議会、柏尾地区青少年指導員連絡協議会

絡協議会

柏尾小学校(写真撮影)→ 旧川上小学校 → (昔の風景との見比べ)不動坂

→ 五太夫橋 →
l日 ,‖ 上小学校南分校 → ウエルシア(WC[1])→ 市民の森

→ 上柏尾町→
l日 ,‖ 上小学校北分校 → 平戸みはらし公園(夜景の名所)→

東戸塚ダイエー(昼食 WC[2])→ 品濃中央公園 → 清水谷戸トンネル上 →

アイスクリームエ房メーリア(WC[3])→ 現川上小学校 → 東戸塚M解散 [4]

注 1 チェックポイントは上記[1]～ [4]の 4ヶ 所の予定です。
2 WCマ ークはトイレです。

柏尾地区連合町内会加盟の町内会・自治会の住民、および舞岡中学の先生・生徒

無料(集合場所までの交通費は各自負担)

(1)昼食(東戸塚のダイエーで購入可)(2)水筒 (3)帽 子

(4)ゴ ミ袋 ゴミは各自でお持ち帰り(5)ビニールシー ト

100名 程度

10.締  切

11.申 し込み

庭

ま

校

し

2.集合場所

3.主  催

4.主  管

5.コ ー ス

(9時30分 出発予定)

体指へお問合せ下さい)

柏尾地区連合町内会

柏尾地区スポーツ推

柏尾地区子 ども会連

8.持参する

もの

及び問合せ先

5月 8日 (金 )、 当日参力日も日」

TEL:

.1主催1柏尾地区連合町内会,柏尾地区社会福祉協議会

2015年柏尾地区さわやかゥォーク
「旧川上村めぐり」
10o年の時を超えて)

―
ヽヽ

幹2平蔵

いつ:5/10(日 )9時集合
合場所 :

柏尾小学校 校庭
持ち物 :昼食、水筒、帽子、

ゴミ袋、ビニールシート
14.清水谷戸

トンネル
13東戸塚

ダイエー

11北分校

ゴール

東戸塚M

2.と みや、
戸塚米穀

1旧 川上小学校跡

8そとごう遺跡

4.く りはら
菓子店

7ウエリレシア

一
Ｌ

一―‐
］



戸塚区版  広報よこ|よ ま 平成2フ (2015年 2月号 0

とつ力L夢 |

戸塚アンダーパスが
開通すると…

●街の東西
―

がスムーズになります。
●自動車オートパィと歩行者 自転車を分離
することで、通行がより安全になります。

●層切でo●故かなくなり、踏切事故にあ
電車の選征もなくなります。

●災害時に救命活動や物資輸送を行うため
の、踏切のない新たな緊●輸送適路とし
て活用します。

雇晃輝キ]罰勇

'昴

方面
[1二E

ギ

′ヽ
′

戸塚アンダーパスと戸塚大踏切デッキの通行について

戸塚アンダーバスは、自動車オートパイのみ通行可能です。歩行者 自転車は、戸塚大踏

切デッキをこ利用ください。(オートパイは降りて、押せぱ大踏切デッキも通行できます。)

オートパイ
自動車  〈原動根付自転車、  自転津

自動二輪車)

戸塚アンダーバス   0      0       ×      ×

戸塚大腱切デッキ   X    降つて、押して通行してください   ○

彎    X     X   霜議長ゼ覧兵ヽ  O
※エレベーター稼働時間:4時30分～翌 1時

問合せ 戸塚区連合田]内 会

戸塚大踏切デッキ

醗 釘』π
(27年度完了予定):

戸塚区は自泊会・BI内会への加入を動めていま●.

戸塚区の
マスコット
「ウナシー」

■醍闘臨醸&式脚KED3月 24
日(火)10時～11時)略 ,ヽ

…
も珈 ナます。

馘:キ惜翔
爺イメリ

戸塚大踏切は、
3月 25日 (水 )

16時に閉鎖します!

27年度から大踏切の撤
去工事や、周辺道路の整備
工事などを行います。

戸塚駅

や

●

`,,●JI   
ゅ

歩行者

係 内)口 866-8411

トンネlbH口部
―

口交鐘点ロ

●
ニ

開通前日の3月 24日 (火 )に行われる開通記念式典の後、徒歩で

通行できるように戸塚アンダーパスを開放します。開通すると歩行者

は通行できなくなるため、トンネルの中を歩ける最初で最後のチマン

スです。開通前のトンネルを歩いてみませんか?

D3月 24日 (火)式典終了後(11時頃)～ 15時

【集合場所】戸塚アンダーバス西側「開通記念式典会場」(上図参照)

口 当日直接 ス歩定やす嘲階で麒 ださい。※トンネル′ψ棚 ま自日にす。

3月下旬こ戸塚アンダーバス開週を配念して、戸塚駅爛¨
返る1ヽレ展動 します。詳細は本績3月号でお知らせす行 定です。

※本紙2ページにも、関連記事を掲屁しています。



<重要≧
平成 27年 3月 CЮ 日

平成 27年 度 柏尾町内会定期総会のお知 らせ     : |: 1■ 1

柏尾町内会 会長 齋藤 純■ i ‐1 1

陽春の候、会員の皆様には益展ご健勝のことと、lbよ りお慶び申し上げます。    1■| _F
また、日頃より町内会の諸事業につきまして、深いご理解とご協力を賜り厚<御礼申し上げます。

昨年度は柏尾町内会ホームページの開設を行い、会員相互の情報共有を図りました。本年度は、「柏

尾の 100年史」第 2期版の発表を始め、日前に迫る「柏尾町内会 1,OOO世帯」時代に備え、不動坂

交差点脇に消防車庫 。防災倉庫新設計画を推し進めたいと目います。

この平成 27年度をスタートするにあたり、下記のように「柏尾町内会定期総会」を開催致します。

総会は「委任状を含めた町内会員の過半数の出席」(昨年度会員数 1,333名)が成立の必要条件とな

りますので、ご多忙の折とは存じますが多数の皆様のご出席をお願い致します。特に新組長は是非出

席をお願い致します。所用のため止む無く欠席される場合は、本状下部に印刷されております「委任

状」の提出をお願い致します。(同一世帯内に複数の会員がおられる場合、お手数ながら個展に提出願

います)

記  ― ― 一 ― ― ― 一 一 ― ― ― 一 ― ― 一 一 一 ― ―

1.日  時  : 平成 27年 4月 26日 (日) 午後 1時～ 3時

2.場 所  : 柏尾町内会館  (柏尾町 1218番地-2、 山崎製バン独身寮前)

3.議 題 :

(1)平成 26年度 事業報告

(3)平成 27年度 役員紹介

(5)平成 27年度 収支予算案提案

(2)平成 26年度 収支決算報告及び会計監査報告

(4)平成 27年度 事業方針案提案

(6)その他  (総会終了後、懇親会を開催します)

◎総会議案の開示を 4月 12日 より会館前掲示板で行いますので必要な会員はご確認下さい。

◎会員は定期総会出欠票を4月 12日 (日 )までに組長にご提出ください

◎組長は4月 15日 (水)までに集計の上、担当評議員にご提出下さい。

◎評議員は4月 19日 (日 )までに担当組の出欠票の集計を行い総務部長に提出願います。

◎ご不明な点は、町内会役員、担当評議員におFcD5い合わせ<ださい。        以 上

― 一 ― ― ― 一 ― ― ― ― ― 一 一 ― 一 ― ―  キ  リ  ト  リ  線  
― ― 一 一 ― ― 一 一 ― 一 一 ― ― 一 一 一

< 柏尾町内会定期総会出欠票 >
私は平成 27年度柏尾町内会定期総会に ( 出席  ・ 欠席 )致します。(○印をお付け下さい)

組 名 :

会員名 : 倖  F折 :

*欠席の方はお手数ながら下記委任状のご提出をお願い致します。

< 委 任 状 >
私は平成 27年度柏尾町内会定期総会の議決を全て議長に一任致 します。

平成 27年 4月

会昌名 :          ⑪ 住 所 :

*本状は柏尾町内会定期総会以外の用途には一切使用致しません。



平成 27年 3月 22日

平成 26年度柏尾町内会第一部会報告

1.第一部会の構成と役割

事業推進部、青少年部、婦人部、子供会(活動推進)、 青年会、の各会及びインディアカクラブで構成しています。町

内イベントの主催、運営及び連合主催行事等への参加及び推進を致しました。

2.町内行事報告

o大人のインディアカ大会                   6月 29日    参加人数:90人

インディアカ競技を通して町内、中学生、教職員の方々との親睦が図られました。町内より上級 :2チーム(2位、3

位)、 中級:3チーム(優勝)、 準中級:3チーム、初級:2チームの 10チームが参加し、優秀な成績を収めました。

o柏尾地区連合少年少女スポーツ(インディアカ競技)大会     7月 20日    参加人数:70人

連合町内会最大の子供イベント。各チームが練習を重ね、大会当日にベストでのぞみ保護者の熱い応援の中、町

内より2チームが参加して熱戦が繰り広げられました。子供を通じて保護者の親睦が図られました。

・ 納涼盆踊り大会                      8月 2日    参加人数 :延べ 1425人

町内最大、夏の風物詩の盆踊り大会。子供会のヨーヨー釣りや、青少年部の焼き鳥、事業推進部の焼きそば、婦人

部の踊り、町内会員による模擬店等、町内皆様に夏の夜長をお楽しみ頂き町内の親睦がより図られました。

o敬老の日・祝賀会                     9月 15日    参加人数:120人

町内70歳以上の方々の祝賀会を開催致しました。舞中のブラバン、コーラス、ハンドベル、カラオケ、どじょうすくい、

尺人などをお楽しみ頂きながら、婦人部の手料理に舌鼓を打ち楽しい時間を過ごして頂きました。

・ 柏尾地区連合町内会秋季レクレーション大会          10月 12日   参加人数:250人

連合町内最大のスポーツイベント。老若男女の熱い声援の中、柏尾町内が一つになり参加選手一同のガンバリによ

って、優勝する事が出来ました。各競技を通して町内親睦を図る事が出来ました。

・ 柏尾町内会餅つき大会                  12月 7日    参加人数:300人

年末恒例の町内行事。参加者と共に 80kgの餅を町内会館でつきました。つきたてのお餅 (あんこ、きな粉など)と子

供会特製の豚汁を皆様と一緒においしく頂きました。また、自餅を沢山の方に購入頂きまして有難うございます。

3.各部報告

各部の主要な行事を報告し、他にも多彩な行事を開催しております。

1)事業推進部、青少年部 :柏尾町内会及び連合町内会主催行事の企画、運営、推進を行いました。

2)婦人部g虫 自活動):町内会各種行事への参加、ボランティア活動。研修会等の活動を行いました。

・部会、ボランティア、広報誌仕分け、その他会合出席     毎月1回

・5/15      :ゴキブリ団子作り            ・6/15 :舞岡柏尾地域ケアプラザ祭り

。8/6、 3/29    :研 修会                ・7/27 :追 分不動尊まつり

。10/26     :防 災訓練               ・11/13 :み そ作り

3)子供会(独 自活動):町内の子供行事に関する企画、運営、推進を行いました。

。7/22、 23:夏休みラジオ体操(延べ 290人参加)      ・11/16 :児 童文化教室

・12/25 :火 の用心&夜回り(延べ 50人参加)       ・1/5  :新春書道展

。2/22  :ド ッジボール大会 (3チーム参加)        。3/14 :歓送迎会

4)青年会 (独 自活動):町内の若手23人で町内行事への参加、推進、運営活動を行いました。

・6/15  :舞岡柏尾地域ケアプラザまつり          。6/29 :大人のインディアカ大会

・8/2  :納涼盆踊り大会                ・12/7 :町内会餅つき大会

5)インディアカクラブ :初心者も多数参カロされ、延べ 30日 の練習に 665人の参加を頂きました。

・柏尾町内単独の大会を開催(43人参加)し、町内皆様と清々しい汗を流し、より親睦が図られました。

以上



第一部会活動報告 2015/3/15

日時 打ち合わせ内容、実施

5月 10日 全体 日程確認、インディアカ大会 (大人、子供 )

6月 22日 盆踊り1、 敬老会 1

7月 13日 盆踊 り2ヽ 敬老会 2ヽ 秋 レク1

8月 2日 盆踊り当 日(準備、運営 )
1425ノk

8月 3日 盆踊り会場片付け

8月 17日 敬老会 3ヽ 秋 レク2

9月 15日 敬老祝賀会 当日(会場設置、実施、片付け)
120ノk

9月 21日 秋レク3

10月 19日 餅つき 1

11月 15日 餅つき2

12月 7日 柏尾町内会餅つき大会 (準備、餅つき、片付け)
300ノk

3月 15日 年間まとめ

年間総括

1、 各行事への参加者も昨年以上に人が集まり成功裏に終了して。

2、 インディアカ大会は大人はますます盛んになつていますが、子供の参加数が減少傾向に有ります。

本年度は柏尾独自の大会も開催して、参加人数の増大が図られた。

4、 秋レクは昨年の屈辱を晴らして優勝する事が出来ました。

5、 敬老会は出席者が増加傾向に有りますので、より参加への動機付けを行う。

6、 餅つきは、会場に入りきれないほどの人でお待ちいただきました(対応策が必要 )

次年度へ向けて

1、 子供の参加率向上(インディアカ、秋レク、ドッチボール)に向けての対応

2、 敬老会への参加率向上策

3、 餅つきの会場関係検討

4、 スポット応援団の結成を企画しては (イベント当日の助つ人)?

5、 子供向けの太鼓練習企画は ?



平成26年度 子供会活動内容実績

日時 活動内容 担 当

6/15(日 )9:00～ 15:00 ケアプラザまつり 全 員

6/1(日 )11:00～ 13:00 大人のインディアカ練習 スポーツ

6/14(土 )15:00-17:00 大人のインディアカ練習 スポーツ

6/21(二L)13:00-15:00 大人のインディアカ練習 スポーツ

6/22(日 )1l ЮO～ 13Ю 0 大人のインディアカ練習 スポーツ

6/28(1土 )13:00-15:00 大人のインディアカ練習 スポーツ

6/29(日 )8:45～ 大人のインディアカ大会 スポーツ

7/5(■ )14100-16:00 子供のインディアカ練習 スポーツ

7/6(日 )9:00^′ 11100 子供のインディアカ練習 スポーツ

7/12(日 )11:00～ 13:00 子供のインディアカ練習 スポーツ

7/12(土 )8:30～ 柏尾町内会館 大掃除 全 員

7/20(日 )9100～ 1390 柏尾地区連合 少年少女スポーツ大会 スポーツ

7/22(火 )7ЮO～ ラジオ体操 スポーツ

7″薫水 )7ЮO～ ラジオ体操 スポーツ

7/27(日 )7:00～ 20:00 柏尾町内会 追分不動尊祭礼 準備～祭礼 三役 +有志

7/31(,ホ )13:00～ 15100 柏尾町内会 納涼盆踊り大会 踊り練習 文化

8/2(土 )9:00-21:00 柏尾町内会 納涼盆踊り大会 準備～大会 文 化

8/3(日 )9:00～ 柏尾町内会 納涼盆踊り大会 後片付け(慰労会含む) 文 化

9/14(日 )8:00～ 柏尾町内会 敬老の日祝賀会 (慰労会含む) 三役

9/27(■ )10:00～ 柏尾町内会館 大掃除 全員

9/28(日 )13:00～ 17:00 秋季レクリエーション大会 練習 スポーツ

10/4(土 )14:00-17:00 秋季レクリエーション大会 練習 スポーツ

10/11(土 )14:00～ 17:00 秋季レクリエーション大会 練習 スポーツ

10/12(日 )9:00～ 19:00 柏尾地区連合 秋季レクリエーション大会 (慰労会含む ) スポーツ

10/26(日 )8:00～ 柏尾地区 防災訓練 希望者

11/16(日 )10:15～ 12:00 柏尾地子連 児童文化教室 (リース作り) 地子連

12/6(コL)12130-17:00 柏尾町内会 年末餅つき 前日準備 文化

12/7(日 )7:30～ 18:00 柏尾町内会 年末餅つき (町内忘年会含む) 文 化

12/25(木 )1900～ 2030 柏尾町内会 年末夜回り 全 員

1/5(月 )10:00～ 15Ю 0 柏尾地区 新春書道展 地子連

1/11(日 )13:00～ 17:00 柏尾町内会 賀詞交歓会 三役 +有志

1/18(日 )10:00～ 12:00 戸塚区地子連 書道展 地子連

2/8(日 )10:00-13:00 柏尾地区連合 ドッチボール大会練習 スポーツ

2/15(日 )10:00～ 12:00 柏尾地区連合 ドッチボール大会練習 スポーツ

2/22(日 )9:00～ 13:00 柏尾地区連合 ドッチボール大会 スポーツ

3/14(ニヒ)9:30-12:00 柏尾町内会 歓送迎会 文化

担当者…・活動の中心となる人。
地子連担当の活動は地子連の方のみ参加。



平成26年  4月 12日

4月 20日

4月 27日

5月 1日

5月 15日

6月 15日

6月 27日

7月 27日

7月 30日

7月 31日

8月 2日

8月 3日

8月 6日

9月 1日

9月 2日

9月 13日

9月 14日

9月 27日

10月 5日

10月 12日

10月 26日

11月 11日

11月 13日

12月 7日

12月 25日

12月 28日

平成27年   1月 6日

1月 8日

1月 12日

1月 20日

1月 31日

2月 6日

2月 11日

3月 29日

3月 30日

平′It26年度 婦人部活動報告

婦人部総会/懇親会

会館大掃除 (全体 )

柏尾町内会総会/懇親会

会館大掃除(婦人部 )

ホウ酸だんご作り

舞岡柏尾地域ケアプラザ祭り

拍和会バス旅行 (沼 田)

大山不動尊祭礼

舞岡柏尾地域ケアプラザ納涼祭ボランティア

町内納涼盆踊り練習会

町内納涼盆踊り(おでん販売 &踊り)

町内納涼盆踊り慰労会

研修会①つるしびな作り

敬老祝賀会用箸袋作り・踊りの練習

敬老祝賀会用箸置き作り

敬老祝賀会準備

敬老祝賀会/懇親会

会館大掃除 (全体 )

ケアプラザボランティア交流会

柏尾地区連合レクレーション大会/懇親会

柏尾地区連合防災訓練

拍和会バス旅行 (河 口湖 )

味噌作り

町内餅つき大会・懇親会 (忘年会 )

子供会夜回り付き添い

戸塚消防団年末激励

戸塚七福神めぐり

会館大掃除(婦人部 )

賀詞交歓会

拍和会バス旅行 (成田山新勝寺 )

福祉サービス協会30周年記念式典出席

婦人部新年会 (生味園 )

初午稲荷講

研修会② (金沢自然動物園 )

会計監査

2015/3/15

毎月1回

毎月1回

適宜

適宜

毎月1回

毎月第3月 曜日

適宜

適宜

その他    町内会定例会

会館運営委員会

第一部会

三役打ち合わせ

広報分け

ボランティア

催事打ち合わせ

催事買い物口準備

「
「
リ

こお栗りンタ． 祭

口とん汁
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2015′ 3 22

柏尾町内 インディアカクラブ 練習状況報告書
柏尾インディアカクラブ 内島

延べ参加人数 :665名     平均参加者数 :22名

合計練習日:30日      最高参加人数 :48名 、最低参加人数 :5名

回 月 日 参加数 状況

1 4月 13日 16妬 平 成 26年度 第 1回 目の練 習 を実施 し本年 度もスター トした

2 4月 26日 11名 6月 に開催される連合町内インディアカ大会に向けて基礎練習の更なる強化とゲーム練習

3 5月 17日 34名 6月 に開催される連合町内インディアカ大会に向けた練習を開始した関係で参加者は急増

4 5月 25日 38名 今回も38名 の参加者になり半面では狭い中、練習を行つた。
底
υ 6月 1日 29名 各々チーム毎に分かれて各クラス別に試合形式の練習を行った。

6 6月 7日 21名 柏尾スポーツフェスタの中止が決まり、急速練習となったので少人数の練習となった。

7 6月 14日 26名 柏尾スポーツフェンタの1贋延の影響で参加者が少なかった。大会2週間前でゲーム練習

8 6月 21日 32名 回を重ねた事でチームとしてのプレーも連携が図れるようになって来た

9 6月 22日 36名 各級の上位を目指し最後の練習まで精一杯練習を重ねて行く

10 6月 28日 37名 大会前の最後の練習となり、各チーム大会に向けて大会を想定しゲーム練習
6月 29日 48名 初級 2チーム、準中級3チーム、中級 3チーム、上級2チームの合計 10チームで46名 参加

９

″ 7月 5日 26名 子供達のインディアカ大会の為の練習が始まった
つ
０ 7月 6日 32名 柏尾町内会の子供達の参加人数が少なく2町内会共同で練習を行った

14 7月 13日 30名 大会前の最後の練習となり、各々大会に向けた思いを胸に一生懸命練習に励んでいた。

15 7月 20日 15名 段々と羽に慣れて来た事もあり、上手に羽を打てるようになって来た。

16 7月 26日 21名 大人のインディアカ大会で約lヶ月練習がなく、夏休みを迎えた関係で若干参加者は少

17 8月 10日 9名 夏季連体と台風の影響で参加者が少なく上柏尾町内の2人と試合形式の練習

18 8月
つ
０ 日 19名 9/6(土 )にBS体育館で開催される舞中サマーレクの出場チームで実践練習

19 9月 6日 8名 舞岡中学校主催のスポーツ交流会に柏尾町内会から2チーム8名 が参加
一般の部では女性4名 で出場した柏尾町内会のチームが優勝

20 9月 21日 15名 基本に戻り、ゲームだけ楽しむのではなく基礎をしっかり身に付けて全体のレベルアップ
つ
乙 10月 18日 22名 11月 9日 のインディアカ交流会の為、柏尾町内は練習参加率が良かつた。
，

“

つ
ろ 11月 2日 26名 柏尾町内インディアカ交流会の公開練習と言う事で大勢の方々が集まった。

23 11月 9日 43名

第一回柏尾町内インディアカ交流会を実施。初級2チーム、一般8チームで計43名 参加

今回の交流会はチーム参加ではなく個人で参加して貰い、当日抽選でチームを編成し戦つた。
普段、話をしないような人達を会話が出来たりして楽しかったとか、いつもの決まったメンバーでは
なく変つた人とチームを組めて新鮮で良かった等の感想が参加者よりありました。

24 11月 22日 23名 今回は、他町内と合同でゲーム練習を中心に行つた。交流会の余韻を楽しみにながらの練習
ワ

“ 12月 6日 12名 交流会も終わり少し参カロ人数が少なくなったが新たな2組のご夫婦の参加があり、裾の広がる

26 12メ]27日 5尾 今年最後の練習 日となった。年末の忙しい時期の練習日だつた事もあり参加人数は少ない
廣
Ｕ

９
″ 1月 18日 10名 新年最初の活動となった。昨年同様に基礎を徹底的に指導し試合の感覚を身に付ける

26 1月 24日 6名 寒い 日が続いている事もあり、前回に続き参加者が少ない練習 日となった
ワ
‘

９

″ 3月 1日 8名 今回も天気が悪い事や年度末と云う事で色々な行事と重なり参加人数が少なかった

28 3月 7日 7名
本年度最後の練習であったが3月 は卒業式や歓送迎会等々のイベントと重なり、参加者が少な
い。6月 の連合町内の大会に向けて4月 から体制を立て直して練習に取り組む。

柏尾町内会インディアカ
クラブ平成26年度総括

柏尾町内会役員の方々を始めとする柏尾町内会の皆様に絶大なる支援を頂き、ご理解とご協力
に支えられて柏尾町内インディアカクラブ立上2年 目を向かえられ

'贋

調に活動して参りました。立
上2年 目である今年は柏尾町内インディアカクラブ単独開催によるインディアカ交流会と称したイ
ンディアカ大会を開催出来、盛り上がりも最高潮となった。
バラツキはあるものの徐々にではあるが参加者の人数は増えて来ている。毎回のように初心者の

方々を迎え入れて練習をしているので上級者や中級者の方々も初心を忘れずに基礎の練習を毎
回のように行う充実した1年になった。
来年度もクラブの日標は、裾のを広げるべく更に人を集めて、尚且つ全体の底上げと言う事でレ

ベルの向上を目指す年としたいと思っております。今までやって来た基礎練習を進化させてひと
つひとつのプレーを確実にこなしていく事を目指す。ポジション練習を徹底的に実施し、各々が各
ポジションの役割を確実にこなし、セッターが精度の高いトスを上げる事が出来るようにする。また、
精度の良いトスを受けてアタッカーがアタックを決められるようにする。
柏尾町内会のホームページが開設されたのでホームページ上でインディアカクラブの紹介をし、

練習 日の日程もホームページ上で公開する。

―

―
        

―

―



平成26年度 柏尾町内会 第二部会報告書

1.第二部会の構成、役割

柏和会、保健活動推進員、消費生活推進員、民生委員児童委員、主任児童委員より構成し地域福祉、
健康づくりの推進役として自らが学習し知識・情報の啓発を行う。

2.推進行事報告

(1)柏和会
・定例会(10回 )・総会 ・会計監査 口忘年会 ・日帰リバス旅行 ・第一、第五公園の清掃と整備
・ウォーキング及び花見 口成田山新勝寺初詣 ・町内敬老祝賀会参加
・各種研修会 講演会参加 (熱中症予防と高齢者の脱水について、元気な時から介護予防口健康チェック)

・シルバー健康ひろばの管理、運営、清掃、整備 ・横浜市長より柏和会が環境行動賞受賞
・民生委員による軽い運動、脳トレ、ゲーム、歌、脳の体操、お回の体操、グランドゴルフの実施
・はまちゃん体操への参加 口横浜ベイスターズ招待による野球観戦
*健康広場でグランドゴルフを定期開催しています。来年度もスポーツに力を入れて行きたいと思います。

(2)保健活動推進員
口定例会(8回 )・ 正副会長会議(6回 )・子育て支援会議(2回 )

・健康体操(12回 )・赤ちゃん教室の手伝い(10回 )・施設見学会 (山崎製パン)・ 区民祭り参加
・戸塚区の研修会参加 (全体研修会、講演会、歯周病予防講習会)

・第8回お楽しみ落語会開催(80名 参加)・健康料理教室開催
*地域の健康づくりの推進役、行政の健康施策のパートナー役として、健康作り活動を行います。

(3)消費生活推進員
・定例会(8回 )・ 代表会議(6回 )・廃油石けん作り・区民祭り、消費生活展作品作成 口料理勉強会
・研修会参加 (ステンシル講習会、悪徳商法未然防止講演会)・ 区民祭り作品出展
口消費生活展作品出展 口舞岡地区センターバザー出展 口工場見学 (キリンビール)

*地域における「安全で快適な消費生活の推進」のため、努力して行きたいと思います。

(4)民生委員 ・児童委員 ・主任児童委員
口毎月の活動
定例会 ・活動報告書提出、委員相互の情報交換(第 1月 曜日)

柏尾地区子育て支援ハートぽっぱ柏尾 (第 3水曜日)

担当の方への月1回 以上の定期訪間と安否確認、行事案内、情報提供
・適宜案件に添い、学校、ケアプラザ、児童相談所ほか適当する機関と連携
・ひとり暮らしの高齢者の方々との食事会(年 2回 )・ 65歳以上の方々とのお楽しみ会 (年4回 )

・赤い羽根共同募金 (駅頭および連合秋レク大会で呼びかけ)

・みんなであそぼうI中学生と幼児の交流会 (年 1回 )}
・柏尾町内会敬老祝い品配布 口町内会、柏和会、子ども会主催行事参加
・柏尾地区社会福祉協議会との協賛で、ら、れあいいきいきサロン柏尾(年 12回 )

・のびのび学童保育運営委員会(2回 )・ はまつ子運営委員会 (3回 )並びに会計監査(2回 )、

口小規模多機能ホームバンジー運営委員会(5回 )・グループホームひかり横浜戸塚運営委員会 (6回 )

・柏尾地区社協広報誌 (年 2回発行)・舞岡柏尾地域ケアプラザとの共催事業 ・赤ちゃん訪間(64回 )

・ケアマネと地区民生委員・児童委員との情報交換会(年2回 )・こどもフェスティバル(年 1回 )

・柏尾地区連合町内会、柏尾地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会主催行事、研修会参加
・柏尾小学校、舞岡中学校共働事業及び行事参加
・舞岡柏尾地域ケアプラザ、柏尾小学校コミュニティーハウス主催行事参加
・市及び戸塚区社会福祉協議会の研修会参加 ・戸塚区会長会議、部会議、主任児童委員会議参加
*町内会の民生児童委員と第三部会が中心となつて発足した「柏尾町災害対策ネットワァクチーム」の
メンバーとして、お互い連携を図りながら、要援護者の方々の更なる状況把握に努めて行きたいと
思います。

3.総 括
第二部会は、各委員との情報交換の場を年6回設け、連携をはかつております。また、各方面から賞賛を
頂いている、柏尾ぶらり・サロンも4年 目を迎え、有意義な町内活動としての和が広がっております。

‐.:藩年度も皆様の生活を応援すこためl■Ⅲ・,´■・7:参 りますので、よろしくお願い致Lィ す● `:
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1第二部会の構成、役割

防災部、家庭防災員、防犯部、環境事業推進部よりなり、町内行事への積極的な協力と、
住民の安全口安心無事故を目標に、役員、各部の協力により推進できました。
災害発生時、速やかに安否確認をするための「無事ですカード」の掲出訓練を実施し、アンケート
により町内会員の皆様への周知を図りました。
また災害対策ネットワーク登録台帳の維持管理を実施しております。

2推進事業報告

“
)路部
口毎月第1日 曜日の防災器具点検及び広報活動、毎月15日 の広報活動
・柏尾町内の消防ホース格納庫の整備とホースの交換、カップリングのメンテ
ロ柏尾地区連合町内会防災訓練 (10月 26日 )、 防災リーダー会議7回 (各4名参加 )

・春、秋の火災予防週間の広報および年末の特別警備と広報活動
・地震災害時等の警備と救助活動について民生委員とのミーティング(5月 29日 )

・子ども会夜回りの支援 (12月 25日 )子ども47名 、親20名参加
・年末年始の消防特別警備の実施 (12月 20～ 1月 4日 )

・消火栓口消火器取り扱い訓練 (8月 24日 )57名参加
・台風18号、19号時の警備 (10月 6日 、10月 13日 )

・横浜市水道局小雀浄水場の見学 (11月 12日 )9名参加
口戸塚区大防災フェア(8月 3日 横浜市消防訓練センター)1名 見学

(2)家庭防災員
・新人研修 5名 (新人3名 、代表1名 、防災部員1名 )参加

第1回  6月 19日 ～3日 間  第2回 10月 8日 ～3日間
第3回 12月 4日 ～3日 間  第4回  2月 5日 ～3日 間

・柏尾地区連合町内会防災訓練 (10月 26日 )10名参加 三角巾利用法指導
・消防研修会(12月 6日 )1名参加
口子ども会夜回り(12月 25日 )支援・消防団夜警支援・激励(12月 25～ 30日 )述べ30名参加
口戸塚区消防出初式(1月 10日 )3名参加
・柏尾町内研修会・反省会 (3月 28日 予定)名 参加
・柏尾地区連合町内会自主活動研修会(3月 1日 舞岡柏尾地域ケアプラザ)10名 (一般1名 )参加

応急救護AED講習・消火器使用講習・防災グッズの展示
・スキルアップ研修 選択制 (2月 24日 ～2日 間)2名 (代表、防災部員)参加

(3)防犯部
口市民局地域防犯支援課 LED防犯灯ESCO事業により、電柱共架タイプの防犯灯を
一斉にLEDへ交換 (柏尾町内113灯)10月 31日 完了

口毎月第一・二月曜日の防犯パトロール(19時 30分～3コース)述べ193名 (3月 9日まで)

日戸塚区わんわんパトロール協力依頼
・毎月1日 10日 (子ども安全の日)の小学生下校時見守り活動 (現在7名 )

・戸塚区防犯協会総会及び防犯功労表彰 (6月 18日 )1名参加
口安全口安心まちづくり旬間 (10月 10日 ～20日 )Jヽ学生下校時見守り活動
・安全口安心まちづくり旬間キャンペーン(10月 21日柏尾小学校)12名参加
・柏尾防犯の日(12月 1日 )不動坂交番の方と年末年始特別警戒パトロール 17名参加

(4)環境事業推進部
口環境事業部推進委員連絡協議会 (上柏尾町内会館 推進委員2名参加)

第1回 (6月 1日 )第 2回 (10月 4日 )第 3回 (12月 21日 )第 4回 (3月 15日 )

・柏尾町盆踊リ クリーンキャンペーン(8月 2日 柏尾小学校)推進委員2名参加
・秋季レクレーション大会 クリーンキャンペーン(10月 12日 柏尾小学校)推進委員2名参加
日早朝ウォークラリー (11月 8日 7時30分～9時00分)資源循環局4名 、柏尾町内会13名参加
・戸塚ふれあい区民まつり 分別啓発 (11月 3日 東戸塚小学校)推進委員1名参加
・国道さわやか運動 (11月 9日 舞岡入口～小糸工業 国道一斉清掃)荒天のため中止
口柏尾地区もちつき大会 クリーンキャンペーン(12月 14日 柏尾小学校)推進委員2名参加
口資源循環局戸塚事務所と共同で不法投棄品の対処と注意喚起
「不法投棄の禁上について」バンフを全戸配布 (8月 24日 )

ごみ集積場所 (8ヶ所)に資源循環局作製の不法投棄禁止看板設置
Bごみ集積場所をネットボックスに切替え2ヶ所 (lヶ所マンション自費設置、lヶ所撤去品設置)

・放置自転車2台・軽自動車1台撤去 (戸塚土木事務所、不動坂交番 )


