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4 月、5 月行事は割愛します。また予定は変更になる場合があります。 

6月 7月 8月 9月 10月 

・自治会だより 

1号発行 

 

・道路標識、カー

ブミラー新設申

請 

・おやこ村収穫 

トウモロコシ、

他 

 

・夏祭り 納涼大会 

7/26 

・夏季防犯パトロ

ール 

 

・普通救命講習会 
８/24 

・自治会だより 

２号発行  
・９都県市総合防災

訓練 9/1  
・敬老行事  
・小山ふるさと祭

り、盆踊り・運動

会   9/13，21 

・一般賛助会員募

集 

 

・防災訓練 10/５ 

 
・おやこ村収穫 

さつまいも 

 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 

・おやこ村収穫祭 

 

・文化祭 

 １１/15，16 

 

・市民清掃の日 

・自治会だより 

３号発行 
 
・歳末特別警戒 

防犯パトロール 
 
・班別・歳末 

火の用心活動 

・宮下消防団 

出初式出陣式 

 

・だんご焼き大会 

   １/12 

・宮下自治会団地 

管理組合法人 

理事会  
・向陽小学校 

ふれあい下校  
・普通救命講習会 

         ２/1 

・自治会だより 

４号発行  
・防災セミナー  
・平成 26年度 

会計監査  
・平成 26年度 

定期総会 3/29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの事業について 
 

夏祭り納涼大会 
宮下自治会では年間を通して一番の事業は夏祭り納涼大

会です。毎年２０００人を超える参加者があり、祭りの最後

に行う仕掛け花火のナイアガラの滝は名物になりました。祭

りで一番大変なのがその準備です。今年は、７月１３日（日）

８時３０分から矢掛け子ども広場で実施します。役員総出で

行いますが、若しお時間のある方は是非応援をお願します。

参加の場合は軍手や草取り用具、作業用の電動ドリルやモン

キースパナなどをできれば持参してください。 

祭りの本番は７月２６日（土）で、１３時から御天縛皇神

社から山車がスタートすると祭りの始まりです。山車は町内

を一周しメイン会場の矢掛け子ども広場へ戻って来るのが

３時ごろ、ここからまず子ども達を中心にした様々なイベン

トが用意されており夕刻からは盆踊りなどで大にぎわいと

なります。 

 

 

 

 

 

ホームページは検索サイトで“宮下自治会”です。 

http://members2.jcom.home.ne.jp/miyashimojichikai/index.html 

平成２５年度定期総会を開催 

去る３月３０日（日）午

後１時から、新しくなっ

た"こばと児童館”を会場

に、平成２５年度宮下自

治会定期総会が開催され

ました。 

総会では平成２５年度

の自治会、消防団及び団

地管理組合法人の事業・

決算報告が行われ、また

平成２６年度の事業計画

案及び各予算案、役員案

の報告が行われ、全ての

案件が承認されました。 

 

“ 自治会員の皆様へ ”    宮下自治会長  入谷利郎 
 平成２５年度の定期総会が３月３０日に開催され、２５年度事業報告、２６

年度事業計画が承認され、新年度をスタートする事になりましたことに感謝申

し上げます。 

 本年度も「安全・安心のまちづくり」を目的として、下記の事業を重点項目

として推進してまいります。 

○防災対策事業   ○防犯対策事業   ○高齢化対応事業 
 

防災対策事業は、防災セミナーによる啓蒙、複数の実地訓練等により実践的な対応をした事業を継

続して推進してまいります。また災害発生時の対応には個人の力だけでは限界があり、隣近所の助け

合い（共助）が必要で、情報共有化と連絡網の整備・強化を計ってまいります。 
 
防犯対策事業は、事件・事故を未然に防止する為、青パトによる地域巡回の強化、地域ボランティ

アの方々と共に下校時の児童見守り活動を継続して推進してまいります。 
 
高齢化対応事業は、少子・高齢化が進む中、孤独死対策などの見守り活動をどのように拡充してい

くかという課題もあり、自治会として「何をなすべきか」そして「何ができるか」を真摯に考え、中・

長期的にどうあるべきかを想定し、防災、防犯と連動させた対応を一歩一歩進めてまいります。 
 
今後とも、地域に住まわれている方々のよりよい生活環境づくりの為に、役員一丸となって自治会

活動を推進してまいりますので、会員皆様のご支援・ご協力をお願いする次第であります。 
 
最後に、皆様のご健勝とご繁栄を祈念いたしまして、新年度の挨拶とさせていただきます。 

平成 26 年度 

年間スケジュール 

【その他の年間スケジュール】 

 ◆通年事業として 4 月から以下の活動がスタートしています。 

 １）児童下校パトロール 
２）青パト防犯パトロール 
３）防犯灯管理・補修 
４）要援護者見守り活動 
５）おやこ村作業 
６）災害時マイスター募集 

７）災害時協力井戸調査・登録 

８）定例会議 

   区長会議・執行会議 （１回/月） 

   三役会議  適時開催 

   専門委員会 随時開催 

自治会だより 
Yamamoto 



町田側の中村橋付近のフェンス deギャラリー(撮影：2013-7-17) 
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2012-7-29清掃当日の様子(伊藤健吾氏提供) 
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左の写真は平成２６年度の 
 
宮下自治会執行部２０名と

会計監査役２名です。今年度は

新に副会長が１名誕生し、専門

委員長８名のうち４名が新し

くなりました。更に会計監査

役・事務局各１名も交代しまし

た。 
 
新任の皆さん（敬称略） 

 副会長   池上 稔 

 会計監査  赤松 徹 

 事務局   深町 千恵美 

 体育委員長 渡辺 明 

 福祉委員長 西川 誠治 

 防犯委員長 五日市 良吉 

 広報委員長 常盤 淳子 

 

“ 副会長就任にあたって ”   2 丁目担当副会長 池上 稔 
                                   

福祉委員長を仰せつかって 5 年が経過しました。委員長時には、福祉委員会、

育成会又協力員の皆様に大変お世話になり有り難うございました。おかげさま

で「おやこ村」も子供たちと一緒に楽しく運営出来る様になりました。今年度

からは 2 丁目担当副会長としてまた、福祉担当副会長として皆様にお世話にな

ります。12 年間と言う長い間地域に密着して担当されていた、村瀬前副会長の

後を引継ぎ、私が担当することに成り、ベテランの副会長の後任としては何か

と気が付かない点が有るのではと気を揉んでおりますが、1 日も早く作業を把握

して地域の皆さんにご迷惑お掛けしないように頑張りますのでよろしくご指導

のほどをお願いいたします。 

 

 

新年度予算 

平成２６年度の予算総額は 14,979,176 円 です。 

支出内訳の概略を示します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前にもご紹介したことがあるクレイクラフト粘土作品

の名人 原さんが去る３月２９、３０日の二日間にわたり

JR 横浜線相模原駅ビルの相模原市民ギャラリーで個展を

開きました。 

“クレイクラフト粘土１００展祭”と銘打っての開催に

は４００名近い大勢の鑑賞者が訪れ好評を博しました。今

回の作品の中でも目を引いたのは写真にもあるように桜

の作品で、花びらを一つずつ丹念に製作するのに３ヶ月を

要したそうです。原さんは地元のタウンニュースでも紹介

されたことがあります。お弟子さんも沢山居られ、最近の

お話ではご自宅を改装され、教室に続く展示スペースを設

けたそうです。素晴らしい作品を整理し展示できるように

なったと悦んでおられました。                 Fujino 

  
 

宮下地区と町田市の境を流れる境川。自然がたくさん残っています。また、年々少しずつきれいになってき

ました。多くの努力の結果です。その一つが主に町田市と相模原市の有志たちが 2002 年から進めている「境

川クリーンアップ作戦」です。相原駅の近くか

ら南町田駅の近くまで、つまり境川の町田市と

相模原市が接する所をきれいにしようという

運動です。毎年一回、川の中から、側道までを

掃除します。10 箇所の会場に 2000 人以上の参

加者が集まります。実施日は 7 月の最終日曜日

です。川の中を掃除しますので、水量が適切で、

しかも暖かい季節に、そしてボランティアの大

学生などがたくさん参加できるようにと選ば

れた実施日です。 

7 月に入ると写真のように境川クリーンアッ

プ作戦の宣伝も兼ねて、川沿いのフェンスに児

童の絵画や、写真、ポスターなどが作戦実施日

に撤去されるまで飾られます。この付近の清掃

は小山会場(小山中村公園)に集合して、やり方、 

道具などを確認した後に実施されます。清掃は側道から川の中まで行い

ますから、普段は入れないフェンスより内側に入ったり、川に入ったり

します。安全のため、清掃参加は申し込み登録しておく必要があります。 

この実施日は宮下自治会の夏祭りの翌日、つまり祭の後片付けの日に

重なります。そのため、宮下自治会としてはこれまで参加できませんで

した。2014 年からは地域の有志を募る予定です。そして今年は、小山

会場を中村公園から町田市小山小学校に会場を移すことなど、宮下地域

からも参加できるように検討中です。今年は 7 月 27 日(日)が作戦日で

す。詳細が決定した後、回覧で参加者募集を募る予定です。皆さん、掃

除ではじめる仲間づくりに振るってご参加ください。        Takeda 
 
 

 

 

 

 

 

 

 会議費  739,000  5% 

事業費  2,962,000  20% 

事務費  2, 296,000  15% 

消防後援会費  1,460,940  10% 

維持費  1,318,000  9% 

補助金・予備費  2,809,236  19% 

施設費  3,394,000  23% 

宮下自治会では、地域に発信する自治会だよりに、地域内

の法人・企業様の広告を掲載し、その掲載料を自治会活動

に役立てる計画です。掲載スペースは全体の１０％程度（1

ページの４～５割）を限度とし、掲載費用は今後調整する

こととします。取りあえず今年度の６月号と９月号に募集

記事を掲載し、応募状況を見て１２月号から開始の予定で

す。 

境川トピックス 境川クリーンアップ作戦

をきれいに保つ運動 

宮下本町１丁目  原 高子さん 

 

名人・達人紹介 

法人向けコマーシャルスペースの紹介 

サイズは半幅×１／５高さ(名刺よりちょっと大きめ)が最

小となり、最大は面積でその 4倍となります。費用は最少

サイズが 5千円、最大サイズで 2万円、中間サイズ１万円

です。この記事をご覧になり広告掲載を検討いただく場合

は次の広報担当アドレスまでメールにて連絡をお願致し

ます。複数の依頼は先着順となります。 

メールアドレス： miyaji07@jcom.home.ne.jp 

平成 26 年度宮下自治会執行部の紹介 


