
 折り加工：A3 二つ折り＿横 

（紙のサイズ 420×297mm 仕上がりサイズ 297×210mm) 

 

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲 

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ 

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲 

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★ 

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲でダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください 
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会長 入谷利郎 

３月・4 月のスケジュール 予定は変更になる場合があります。 

3 月 4 月 

・自治会だより４号発行   (3/1) 

・平成 29年度会計監査  (3/17) 

・平成 29年度定期総会  (3/25) 

・班長研修会 (4/8) 

 

 
  

 

宮下子ども会 「市・子ども会新聞コンクール最優秀賞！」 

宮下子ども会の子どもたちが作成した壁新聞が、市の

子ども会新聞コンクールで最優秀賞を獲得しました。今

年度は宮下自治会の運動会優勝や南北道路開通などの

大きなニュースも紙面を飾りました。 

子どもたちは、限られた字数に納めながら自分の想い

が伝わるよう一生懸命記事を書きました。新聞作成は子

どもたちが地域とのかかわりの大切さを再確認する企

画にもなっています。子ども会は自治会のサポートのも

と、子どもの地域性を育む様々な活動を行っています。 
 

 

✐ 自治会班長・広報委員活動の 1年を振り返って ✎ 

高 坂 育 子 さん １A 区 6班 

今年度、10数年ぶりに班長の役が回ってきました。 

私は広報委員会で活動することになりました。班長や広報委員の活動を振り返って気が

ついたことがいくつかありました。 

区長や班長、各委員会の委員、地元の有志の方々が、宮下自治会地域に不法投棄された

ゴミや自転車等の回収と廃棄作業を行ったり、もみの木広場の草むしりやネットの修繕、自治会館の掃

除、防犯パトロール、色々な行事へのお手伝い等、宮下自治会員の皆さんが安心安全に過ごすことがで

きるよう協力し合っていることです。 

一方、班長は持ち回りのため、個々のご事情等で活動が難しい方もいらっしゃるようでした。活動可

能な方々で協力し合う必要性も感じました。1年間ありがとうございました。 

千 葉 博 美 さん １C区 6班 

親の身となり初めて班長を務めました。「みんなと顔見知りにもなれる良い機会。若い方

がやってくれると助かるわ」という勧めと、近々引っ越しの予定もあり今までのお礼も兼

ね少し頑張ってみました。仕事をしながらですと、自分で時間を調整しなくてはいけない

ので、集金が一番大変かもしれません。 

敬老の日の贈り物は自治会で準備された物ですが、各対象のお宅に配る事ができたのは一番やりがい

を感じました。一番挨拶を交わしていたおじいちゃんと今はもうお会い出来なくなってしまい、不思議

な運命的なものを感じ、今年度、班長をやっていて良かったなと思ったからです。 

役員の皆様、毎年度、様々な活動ありがとうございます。 

 

★自治会加入世帯証（シール）の配布について 

昨年１２月に自治会加入世帯証が配布されましたが、会員の一部の方から取り扱いに

ついてのご質問がありましたのであらためて連絡いたします。 

自治会加入世帯証をドアや門、郵便受け等に貼っていただく事により、自治会への加

入・未加入世帯を視覚的に把握し、自治会加入促進活動を図るため相模原市自治会連合

会にて作成し、配布されました。ご理解、ご協力をお願いいたします。 
 

 
 

 

自治会員の皆様へ 

平成 29年度の自治会事業も一部を除き順調に進捗し、3月 25日（日）の定期

総会にて報告ならびに 30年度事業計画の承認を得て、4月より新年度が始まる事

となります。昨年は、6月に大雨による境川が避難判断水位を超え、10月には台

風 21号による大雨により避難勧告が発令され向陽小学校が一時避難場所として開

設されました。同日、自治会館を自主避難場所として開放しました。  

今年に入って全国的な大寒波来襲により大雪による被害が各地で発生しており、

相模原市でも積雪がありましたが、大きな被害は報告されておらず良かったと思っ

ています。また宮下本町 2丁目のマンションで火災事故があり、住まわれている方々

に一時避難場所として自治会館を使用して頂きました。当自治会では毎年防災訓練

を予定しており、出来るだけ多くの会員の方々が実地訓練を通して、「想定外だ」を「想定内だ」と

いう事例を多くして災害に備えるようにしたいと思っていますので、是非この防災訓練に参加下さる

ようお願い致します。 

最後になりますが、「安全・安心なまちづくり」を目指して自治会活動を進めてまいりますので、

会員皆様のご支援・ご協力をお願いする次第であります。 

平成 30 年 3月 

                           宮下自治会 会長 入谷利郎                       
 

定期総会開催のお知らせ 
 3/25（日）こばと児童館 13 時～ 

 

皆様には、日頃から自治会の各種活動に積極的にご協力いただ

き、心から感謝申し上げます。おかげ様で本年度の自治会活動も

計画されたものはほぼ終了し、残すところ年度末の総会のみとな

りました。総会では今年度の事業（行事・取り組み）、決算及び

来年度の事業案等報告をさせていただきます。 

皆様ふるってご出席くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

「自治会費免除について」 

会費免除の会員の定義を以下の様に明確にしました。 

この定義に該当する家庭は、自治会費集金時にその旨班長さんに申し出てください。 

また逆に会費免除の定義に該当しなくなった家庭も、班長さんに申し出てください。 

会費免除の会員について 

母子家庭（注．１）および、生活保護家庭。 

注１：配偶者のいない６５歳未満の女性（配偶者が長期間生死不明の場合を含む。）と、２０歳 

未満のその子（養子を含む。）で構成している家庭をいう。 

－1－ 

 

http://miyashimojichikai.com/ 

 

－4－ 
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平成 29 年度活動を振り返って   - 各専門員会 - 

◆文化委員会  古賀委員長 

文化委員会は夏祭り納涼大会に向けて各種団体

の皆様と打合せを重ね準備と本番に臨んでおりま

したが、雨天の為、開会式を待たず残念ながら中止

となっております。 

ただ、山車の巡行は途中の雨の中、８７名の子供

達が集まり元気良く手綱を引っ張る姿に嬉しさと

驚きを感じました。ご尽力をいただきました皆様に

は心よりお礼を申し上げます。 

 

 

 

 
 

 

 
【夏祭り納涼大会準備・山車巡業】 

◆交通委員会  栗原委員長 

当委員会は、例年通り補佐的な活動を行って参り

ました。交通標識等の設置（カーブミラー4か所。

道路ペイント 2か所）収穫祭の道路使用許可申請、

交通整理などです。 

特に本年は中央区での自転車事故が、昨年より上

回り急増しております。安全のため、対策・啓蒙活

動が始まりました。皆様のご協力をお願いいたしま

す。 

◆福祉委員会  西川委員長 

皆様のご協力のもと、各種活動を活発に行う事が

出来ました。「おやこ村」活動は子ども会・育成会

との共同作業を主体とし年間を通し各種作物を栽

培しています。秋の「収穫祭」は２００名（子ども

達８０名）を超える参加者があり、大盛況でした。

また、今年も収穫物の一部は地域の施設に提供し喜

ばれました。「さりげない見守り活動」は、活動ご

協力者・小山高齢者支援センターのお力をお借りし

実施しています。「敬老の日」行事は、７５歳以上

の自治会員・家族の皆様に記念品を贈呈しました。 

 

◆環境・広場管理委員会 鈴木委員長 

環境委員会は 地域の美化、広場の管理、ごみ置

き場の新規・移設申請、ごみネットの配布、放置自

転車の通報と撤去、広場や公園などに放置された粗

大ごみの通報と撤去の活動を行いました。 

主な活動は、市民清掃の日(5月・11月)に、自

治会館や倉庫内等の清掃·地域の放置粗大ごみの回

収、もみの木広場の除草・整備等を実施しました。 

夏祭りには模擬店(担当)のフランクフルト販売が

雨天の為中止になり販売が出来ず残念でしたが、事

前準備や片付け等自治会員の皆さんの協力をいた

だきありがとうございました。 

今後とも参加協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

◆防犯委員会  原委員長 

防犯委員会では 29 年度主な活動として  防犯

灯の設置 4灯(本町 2丁目 1 灯・本町 3丁目 3灯)

新規設置、又 6月、8月、10 月、12月各 5日間

夜間防犯パトロールを実施致しました。 

今後とも自治会の皆さんが安心して暮らせるま

ちづくり、犯罪が発生しにくい地域を目指していき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

◆広報委員会  常盤委員長 

広報委員会は、例年通り年4回のフルカラー印刷

での、広報紙発行に伴う取材活動及び掲載原稿の作

成を行いました。 

今年度は特に交通・防犯・健康など身の回りの安

全や生活に役立つ特集を組みました。 

また写真班は夏祭り（雨のため中止/設営・山車

巡業のみ撮影）・運動会（28年ぶりの優勝）・お

やこ村・収穫祭・その他色々なスポーツ大会等積極

的に活動しました。今後とも取材・情報提供にご協

力をお願いいたします。 

◆防災委員会  柘植野委員長 

最近国内では大災害が多発しています。最近では

草津の本白根山がなんの前触れもなく噴火して１

名が亡くなりました。 

宮下地区でも境川が氾濫寸前になり、一時避難場

所として自治会館を開放しました。 

このように突然大災害が発生した場合に被害を

最小限にとどめるため防災委員会は活動していま

す。災害が発生した場合は隣近所との連携が重要で

あり、その一助になればと自治会としても毎年防災

訓練を開催してきています。自治会の皆様もぜひ参

加して大災害に備えてください。 

今後も自治会館を一時避難場所として開放して

いきます。平成２４年度から毎年、普通救命講習会

も開催してきました。新年度も計画していく予定で

す。多くの方の参加をお願いいたします。 

防災活動は自治会員各位の協力なくしては成り

立ちません。今後とも訓練等には積極的な参加協力

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆体育委員会  五十嵐委員長 

今年度は、２８年ぶりの『小山公民館区運動会・

優勝』に歓喜した１年でした。 

小山地区最多会員数を誇る宮下自治会であるも、

平成元年以来なかなか上位入賞ならず伸び悩んで

おりました。今回は老若男女各会員の心がひとつに

なり『名実とも地区ＮＯ．１』を成し遂げることが

できました。 

又、公民館主催の各種大会にはすべて協力・参加

し、ソフトボール大会『準優勝』始めすべての大会

において上位入賞を果たしました。会員皆様方のご

協力あってのものと、心より感謝申し上げます。 
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【収穫祭】 

【さりげない見守り活動】 
配布パンフレット 

【おやこ村】 
【市民清掃の日】 

【防災訓練】 

【普通救命講習会】 

【運動会】 

【青パトでパトロール】 

【広報紙年４回発行】 

【カーブミラー設置】 

① 宮下本町 3 丁目 

② 宮下本町 3 丁目 

【防犯灯の設置４灯】 

【道路ペイント】 

③ 宮下本町 2 丁目 

④ 宮下本町 3 丁目 

② ④ ③ ① 

【放置自転車】 【粗大ゴミ】 


