
平成 29年度１２月以降のスケジュール 予定は変更になる場合があります。

12月 1月 2月

・自治会だより 3号発行 (12/1)

・歳末夜間パトロール

・だんご焼き大会(1/8)

・宮下消防団 出初式出陣式(1/14)

・駅伝大会(2/18)

3 月
児童下校パトロール、防犯パトロール通年実施

おやこ村通年実施(畑作り、種まき・苗植付け、収穫日は回覧板でお知らせします)

※定例会議：区長会議・執行部会議は 1回／月、専門委員会は随時開催

・自治会だより 4号発行 (3/1)

・平成 29年度会計監査

・平成 29年度定期総会

自治会防災訓練 9/10
９月１０日（日）午前９時より、宮下本町２丁目の「もみの木広場」において宮下自治会の防災訓

練が開催されました。当日は朝から良く晴れ、絶好の訓練日和となりました。参加者は１０４名で予

定していた参加者数より少なかったのですが、給食訓練、救護訓練、消火訓練、起震車体験、煙体験

を行いました。開会後、最初に全員で給食訓練としてポリ袋にお米と水を定量入れて、沸騰したお湯

の中へ入れ、後で食べられる準備をしてから参加者は４班に分かれて訓練を開始しました。

訓練・体験終了後、最初に準備した非常食でカレーライスを皆さんで食べて閉会しました。参加さ

れた皆さんは貴重な体験をされて、いざというときの準備をしようと思っていただけたと思います。

災害が発生すると重要なことは隣近所との絆です。公共の救助が動き出すのは３日後と言われていま

す。その３日間は隣近所と助け合わなければなりません。ぜひご近所さんとの絆を深めてください。開

催にあたり、準備から片付けまでお手伝いいただいた皆様には感謝いたします。ありがとうございまし

た。今年参加できなかった会員の皆様には来年の防災訓練にぜひ参加して訓練・体験をして万一の災害

に備えてください。 (防災委員会 柘植野委員長）

おやこ村 10/28 ～大きなサツマイモが収穫できました～
１０月２８日（土）午前９時～ 曇りのち雨の天気の中「おやこ村」でサツマイモの収穫作業を行いました。

子ども会他子供たち１２名と福祉委員・協力員・育成会そして執行部の皆さん総勢約４０名で実施しました。

雨で収穫日が２週間遅れとなり、サツマイモのサイズは大きめなものとなりました。当日は雨模様のため試食

会は中止となりましたが、子供たちは大きなサツマイモと悪戦苦闘の収穫作業を楽しみました。サツマイモは

家庭へのお土産となり、また一部は地域施設の「実の里・あおぞら・かりんとう」そして新規に「宮下の春」

が加わり４施設に提供し、喜ばれました。（福祉委員会 西川委員長）

今年も終わろうとしています
年末年始の「家・車・人」の防犯対策について考えてみました。

１． 年末に入ると長期旅行や用事が増えそれを狙い空き巣が増えてくる時期になります。こまめな

施錠はもちろんのこと、タイマーなどを使って留守の時も灯りが点くようにするのも一つの方法

です。最近は窓や勝手口からの侵入が増えているようで、２階で寝てい

る間に侵入されるケースもあります。２階の窓も玄関も常に施錠し

ておくことです。侵入の足場になるような脚立などがもし屋外に出

してあったら必ず屋内に入れましょう。

外出から帰ったら玄関のカギを開ける前に、不審な人がいないか

確認してください。空き巣狙いは後をついてきているかもしれませ

ん。ハンドバッグや貴重品の入った袋などは玄関に置かず必ず室内

に入れましょう。

2. 車上荒らしを防ぐためにバックや財布、ゲーム機本体等を外から見えるところには置かないで

ください。ワンボックスカーなどの車は被害が多く、ガラスを割って車を荒らします。

ほんの少しの時間車を離れる時も施錠を忘れないでくだ

さい。

旅行などで車を使わずに留守にするときは車検証など盗

まれないよう気を付けましょう。

車上荒らしの多くは月極駐車場で起きています。

契約するときに駐車場の安全性を判断し盗難防止装置な

ど活用しましょう。

3. 年末に入ると忘年会などが多くなりどうしても帰りが遅くなることがあります。遠回りでも明

るい道をえらびましょう。スマートフォンを使用しながら歩いたり、携帯型音楽プレーヤーを聞

きながら歩いたりすると、周囲への警戒心が低くなり危険です。後ろからくるバイクの音に気付

かないことがあります。かばんは建物側に持って後方からバイクが来たら振り返りましょう。自

転車の場合は籠にネットカバーを付けましょう。

筆者もひったくりの被害の経験があります。夜道を歩いていて長財布をズボンの後ろのポケッ

トに入れていたのですが自転車がスーッと近づき相手のバックが自分に当たっただけなのですが

後ろポケットの財布がなくなっていました。すぐに気づきひったくりの相手から取り戻しました。

実際に被害にあった人の話や経験等から常に自分にも身近なことだと考え被害にあわないよう

工夫をすることが大事です。近くに出かけるのだから大丈夫だと思わず、もしかしたら自分はひ

ったくりの犯人からみられているかもしれない、後をつけられているかもしれないと常に意識し

てください。 （Kaneko）

参考： 統計グラフ（神奈川県警察 29年 9月末現在）神奈川県警察ホームページ防犯のポイント

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0095.htm#hitori

【募集】 “広報委員会からのお願い”

広報紙掲載募集中！(名人達人コーナー)

あなたの周りに“凄い人”いませんか？

★情報提供は、下記メールまで
mail: info@miyashimojichikai.comだんご焼き大会 マスコットキャラクター

「宮自っさん」

パトロール中 Ver.
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【空き巣の侵入場所】

車上荒らしの
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みやしも散策

～天縛皇神社～

－ －

年末年始の

今年も すところわずかとなってきました。

12月は ということで、クリスマスや大みそか等の

イ ントや大 、年始の準備と しい時期となります。

このような時期だからこそ、 には気をつけたいも

のです。

気 にも くなり、インフル ン や といった感

が 行する時期でもあります。感 は予防も で

すので、まず自分でできる対策を実行することが大 で

す。

1つ目は手 いです。

手 いはあら る感 予防の 本と言われております。

外出から帰 した時、トイレ 用の後、食事の前、ごみ出

しの後、食品に れる前など、 水と による手 いを

行います。

２つ目は体 です。

感 を き起こす として の 力が関 して

います。バランスの悪い食事や 食が不 分であったり、

不足や の 等により体力が ちていると

力も低下します。その 感 にかかりやすくなってし

まいます。

体 が悪い時には をしない、 気をする等の 備、人 みには行かない、うがいや予防 種を

ける等も感 の予防につながります。

それから年末年始は の機会も増える時期になってきます。

175 で「 は の長、されど万 の 」と われているように みす ると心身に悪

を えてしまいます。

を始め相模 においても の対策を行っております。「 で、いつまでも楽しく に」

をスローガンとして く にお を楽し スマドリ（スマートドリンカー）という 発活動も行われ

ております。1日の 量と した 2日間の 日を設けることで、 の きの悪 を防ぐことが

できます。感 予防の手 いや に関してイラストをご覧になって 日の に 立てて

ください。( ：kosaka)

宮下地区には、「天 神 (てんばくこう ん )」と ばれるお宮さんがあ

ります。年間のイ ントとして 月の歳 、 月の例 び 一月の

などが行われます。これらを通して地区の皆様に

は みがあるのではないでしょうか。

このお宮さん、規模は さいですが、実際に足

を み入れると本 かって の大イ の

神木をは め 木に囲まれ、さらに 時 の

灯 （ 年の がある）などがあり、それな

りに を感 させます。 年は、1,845

年でペリー 来 の 年前に当たります。

によりますと、「天 年（1,532年）の 設と伝えられ、明治

年宮上の地にありし足 （たるほ）神 より天 大神（あまてらすおおみか

み）・神 （か ろ のみこと）・大 （おおやまくいのみこと）を 宮

合 すとあり」と記載されています。天 年とは、 長出生の 年前です。

まさに戦 時 っ りの時です。

「天 」とは少 変わった名前ですが、 でしょうか。 の神 名は「天 明

神 」と し、 村内の 、 （現在の 本にあるお ）が、この神

の 当を めたようです。この の 号を天 と します。明治時 の神 分離策により現在の神 名に

なったものです。「天 」とは、定かではありませんが、 勢 に わる「天 」から名付けられたので

はないかと思われます。( ：Michifuku/ ：Murakami)

９月２４日（日） 校において「 るさとまつり ８回 公 区 動会」が開催され

ました。前日、雨天により となった 中 動会との 時開催にもかかわらず、３００名もの

手・ の方 にご参加いただきました。宮下 ーム、最近の成 は、最下 は したものの

が２年 し、イマイ び んでおりました。今回は 苦手種目の をスローガンに 事

前練 会 を行い、上 取を い、 の で みました。 練 会 の か、 手・ とも

ども ヤル気 コ ュ ケー ン が 上 、苦手種目において に 出！

発 ・ 総合 勝・宮下自治会 ！！（前回 勝平成 年・２8年 り）

宮下自治会の の心がひとつとなって った かと ております。会員皆様方からの

ご ・ご協力に心より感謝 し上 ます。来年も りましょう！！ （体育委員会）

公 区 動会 宮下自治会 優勝

※ ルコールの目安量は、お の度数により なります。

※出 ：「 広報 ンライン」
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