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 平成 27 年度 年間スケジュール  
※ 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。 

 

 

 

 

 

 

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 

 

“ 自治会員の皆様へ ”    宮下自治会長  入谷利郎 

平成２６年度の定期総会が３月２９日に開催され、２６年度事業報告、２

７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。 

私自身会長に就任して３年目となりますが、本年度も「安全・安心のまち

づくり」を目的として、引き続き、「防災対策」、「防犯対策」、「高齢化対応」

事業を重点項目として推進してまいります。 

防災対策事業については、小山地区自治連で「小山地区防災計画検討協議

会」を設置することになりました。 

防災計画の策定に際し検討会の組織、避難計画、連絡体制、各単位自治会

の自主防災隊の協働体制づくりを進めることになりました。また、当自治会

としても今後も引き続き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。 

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に努め、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、「さりげない見守り活動」を自治会の事業計画に組み込み、「向こう三軒両隣」

の合言葉のもと、地域高齢者支援センター、地区民生委員と協力して進めてまいります。 また高齢

者の方々、児童の安全・安心の為、生活道路の標識、ミラー等の充実を目指します。 

 既にご存知と思いますが、５月に矢掛け子ども広場を廃止・返還することになりました。 

自治会を代表いたしまして、３０年もの長き

にわたり土地を提供して頂いた、岡本 裕様

に感謝の意を表し、厚くお礼申し上げます。 

今後とも、自治会活動に対する会員皆様の

ご支援・ご協力をお願いする次第であります。 

        宮下自治会 

         会長 入谷利郎 
 
平成 26 年度宮下自治会定期総会 

3月 29日（日）午後 1時から 

“こばと児童館”にて、宮下自治会定期総会

が開催されました。冒頭の入谷会長挨拶の中

で昨年度は自治会館の改装工事が実施され

たことを踏まえ、今後も会館や広場の維持管

理などに備えが必要な旨報告がありました。 

その後、旧・新年度の事業報告や計画案及び

新役員人事と予算案などが報告・提案され全

て承認されました。 

定期総会の最後に自治会活動に貢献され

た方々への感謝状贈呈が行われ滞りなく総

会が終了しました。 

6月 –June- 11 月 –November- 

♢宮下自治会だより 1 号発行(6/1) 

♢ゲートボール大会 向陽小グラウンド(6/6) 

♢健康まつり 向陽小グラウンド(6/7) 

♢ニュースポーツ教室(6/21) 

♢ソフトボール大会(予選)向陽小グラウンド(6/28) 

♢ビーチボール大会 向陽小体育館(11/1) 

♢少年野球大会 向陽小グラウンド(11/7) 

♢グラウンドゴルフ大会 向陽小体育館(11/14) 

♢おやこ村 収穫祭(11/15) 

♢市民清掃の日(クリーンキャンペーン)(11/22) 

7月 –July- 12 月 –December- 

♢ソフトボール大会(決勝)向陽小グラウンド(7/5) 

◆夏祭り納涼大会 小山ふれあい広場 (7/25) 

♢宮下自治会だより 3号発行(12/1) 

♢卓球大会 向陽小体育館(12/6) 

♢年末夜間パトロール実施(12/26～30) 

8月 -August- 1月 -January- 

♢市総合防災訓練 (8/30)    

 

◇宮下消防団 出初め式出発式 

♢だんご焼き大会 もみの木広場(1/11) 

♢スポーツ講習会(1/24) 

9月 -September- 2月 -February- 

♢宮下自治会だより 2号発行(9/1) 

♢小山ふるさと祭り・盆踊り (9/12) 

♢小山公民館区運動会 向陽小グラウンド(9/27)  

♢駅伝大会 向陽小グラウンド(2/14)  

10 月 -October- 3月 -March- 

♢軟式野球大会(予選) 向陽小グラウンド(10/4) 

♢普通救命講習会 自治会館 (10/4) 

♢軟式野球大会(決勝) 向陽小グラウンド(10/11) 

◆自治会費下期分集金/一般賛助会費募集 

♢宮下自治会だより 4号発行(3/1) 

♢平成 28年度新区長研修会(3/6) 

♢平成 27年度会計監査 

♢平成 27年度自治会定期総会(3/27) 

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 

自治会だよりへの掲載広告募集中 （次回は 9 月 1 日 2500 部発行） 

宮下自治会では、地域に発信する自治会だよりに、小山地区の法人・企業様の広告を掲載し、その掲載料を自治会活動

に役立てています。サイズは最小(名刺サイズ)～最大(縦 55 ㎜×横 190 ㎜)、費用は最少サイズ 5 千円～となります。 

■お問い合わせ先 「宮下自治会広報」メールアドレス： miyaji07@jcom.home.ne.jp 

 

“今年の夏祭りは《小山ふれあい広場》で開催” 

長年夏祭り納涼大会の会場だった“矢掛け子ど

も広場”が使えなくなりましたので今年は、宮

下２丁目の“小山ふれあい広場”で開催します。

“こばと児童館”のすぐ近く、「セブン･イレブ

ン宮下店」の向かいです。目下文化委員会（加

治委員長）が中心となり皆さんに楽しんでいた

だける企画を練っています。詳細はプログラム

が発行されますのでご覧ください。 

自治会だより 

関口学之さん 

消防活動２５年 
原 静男さん 

自治会活動５年 

定期総会会場 
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※ここに 26年実績と 27年予算のグラフ入れてください 
後列左から   五日市、  深町、   渡辺、      西川、    柘植野、  藤野、    常盤、       鈴木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
後列左から   五日市、  深町、   渡辺、      西川、    柘植野、  藤野、    常盤、       鈴木 

 (防犯委員長)(事務局)(体育委員長)(福祉委員長)(防災委員長)(副会長)(広報委員長)(環境・広場管理委員長) 
 

中列左から  有坂(会計)、田中(事務局)、梅谷(会計)、入谷会長、大嶋(副会長) 、加藤(副会長) 
 

前列左から  関口(副会長）、五十嵐(副会長)、井上(副会長)、池上(副会長)、加治(文化委員長)、栗原(交通委員長) 

（敬称略） 

新年度予算 

平成２７年度の予算総額は 15,810,899 円 です。支出内訳の概略を 26 年度決算（総額 14,241,008

円）と共に示します                                                            （単位：円） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回の経験を糧に、更なるデザインと技術に磨きをかけ、

たくさんの人に『ものづくり』の楽しさと素晴らしさを伝え

ていきたい。」と話していました。（Tokiwa） 

 

 

 

“新任委員長あいさつ”  

今年度、環境・広場管理委

員長に就任いたしました鈴木

と申します。就任から数ヶ月

経ちましたが自治会の役員は 

初めての事ばかりで緊張する

日々が続いております。 

委員長になったことによって味わえる緊張感

に不安になることもありますが、それ以上に

充実感を感じております。まだまだ、分から

ない事ばかりですが前任者や皆様のご協力を

承りこの緊張感を楽しんで 出来るように、一

年間頑張って行きたいと思っております。ど

うぞ、よろしくお願い致します。                                     

“こばと児童館の館長に就任” 

長年“こばと児童館”の館長を

務められた久保田昇さんが今年度

から宮下自治会副会長の井上喜正

さんに交代いたしました。 

久保田昇さん長い間大変お疲れ

様でございました。 

なお井上喜正副会長はこの度、第 24 回危険業務

従事者叙勲を受けられましたのでお知らせします。 

瑞宝単光章です。 

前職（警察）での功労者のお一人として叙勲され

ました。 

土井さんは、全国から選ばれた様々な職種の匠の技を競う「第 28 回技能グラン

プリ」（2015年 2 月 20日～23日※2年に一度開催）で「粘着シート仕上げ広告

美術」部門神奈川県代表として出場し見事銅賞に輝きました。 

「粘着シート仕上げ広告美術」とはシートのカッティング技術を駆使して広告看  

板を作るもので、今年度の課題テーマは「祭り」。日常生活の中で発生する自然災害

を鎮め、豊穣を願う「日本の祭」を表現し２日間１０時間かけて制作した作品です。 

土井さんは国家資格である技能検定の 

「広告美術仕上げ一級技能士」の資格を持っており、昨年 9

月関東地区連広告美術コンクールでも「神奈川県知事賞」を

受賞。会社ではデザイン・制作を担当していています。 

 

 
４月２６日朝、おやこ村では福祉委

員会（西川委員長）、育成会、子ども

会、協力員、執行部有志が集まって

トウモロコシ、サトイモ、キュウリ、

トマト、カボチャ、スイカなどの種

まきや苗の植付け作業を行いまし

た。夏から秋にかけてそれぞれの収

穫がとても楽しみです。(Fujino) 

 

 

 

 

鈴木加代子さん 
井上喜正さん 

平成 27 年度宮下自治会執行部の紹介 

 

名人・達人紹介 名人・達人紹介 名人・達人紹介 

宮下本町１丁目  土井真由美さん 名人・達人紹介 

 おやこ村 みんなで楽しく野菜作り！（福祉委員会) 

事業費  2,904,000円 

 (18%) 

事務費  2, 239,000円 (14%) 

 

2,634,360 (17) 
1,460,940 (9) 

1,961,753 (13) 

 

 
２７年度予算 ２６年度決算 

石井会計監査 赤松会計監査 

作品名「しずめの祭」 

次年度繰越金 

1,365,300 (9) 


