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平成 28 年度年間スケジュール表  

6 月（水無月） 
♢宮下自治会だより 1 号発行(6/1) 

♢自治会防災訓練 

 もみの木広場 (6/５) 

♢ゲートボール大会 向陽小(6/１１) 

♢ソフトボール大会(予選)  向陽小(6/2６) 

7 月（文月） 

♢ソフトボール大会(決勝)向陽小(7/３) 

 

♢夏祭り納涼大会 

小山ふれあい広場 (７/30) 

   8 月（葉月）※未定 

9 月（長月） 

♢宮下自治会だより 2 号発行(9/1) 

♢市総合防災訓練(９/４) 

  

 ♢ふるさとまつり盆踊り 向陽小(9/10) 

♢小山公民館区運動会  向陽小(9/25) 

10 月（神無月） 

♢軟式野球大会(予選) 向陽小(10/9) 

♢軟式野球大会(決勝) 向陽小(10/16) 

♢普通救命講習会 自治会館  

♢小山地区総合防災訓練向陽小(10/２３) 

♢自治会費下期分 徴収/一般賛助会員募集 

11 月（霜月） 

♢ファミリーバトミントン大会 向陽小(１１/６) 

♢グラウンドゴルフ大会 向陽小(１１/1２) 

♢おやこ村 収穫祭 (１１/1９)  

♢文化祭自治会館 (11/19～20) 

♢卓球大会 向陽小(11/27) 

♢市民清掃の日(クリーンキャンペーン)(11/27) 

12 月（師走） 1 月（睦月） 2 月（如月） 

♢宮下自治会だより 3 号発行

(12/1) 

♢年末夜間パトロール実施 

♢だんご焼き大会  

もみの木広場(1/９) 

 

♢駅伝大会 向陽小(2/1９) 

3 月（弥生） 通 年 実 施 

♢宮下自治会だより 4 号発行(3/1)  

♢平成 2９年度区長研修会 

♢平成 2８年度会計監査 

♢平成 2８年度自治会定期総会 

♢児童下校パトロール 

♢防犯パトロール  

♢おやこ村 (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) 
  

おやこ村種まき 4/24(日) 
今回はジャガイモやトウモロコシなどの種まきだったので

すが、あいにくの雨ため子供会の参加はなく、大人だけでの

作業になってしまいました。中には初めての方やお子さんも

参加されており、泥だらけになりながらもとても楽しそうに

作業をされていたのがとても印象的です。おやこ村の旗も完

成し、収穫までより一層盛り上がっていくことでしょう。

（Matsuda） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会員の皆様 

 

平成 27 年度の定期総会が 3 月 27 日に開催され、２7 年度事業報告、２8 

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。 

 

新年度が始まったところで、４月１４日に熊本県を中心とした大きな地震が

発生し、多くの方々が亡くなられました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

また、今も避難生活を余儀なくされている多くの方々にお見舞い申し上げます。 

東日本大震災が 2011 年 3 月 11 日に発生し、未曾有の大災害となり、それから５年が過ぎ復興

途中で、熊本地震が起き、日々悲惨な状況がＴＶニュース等で報道されています。 

また首都直下型地震が 30 年以内に 70％の確率で発生するとの報道もされています。 

日本列島は、火山帯の上に乗っていて、いつどこでも地震・土砂崩れ、火山の爆発等が起きうると

いうことを痛感しました。 

当自治会では 6 月 5 日（日）に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。 

                          宮下自治会 

                            会長 入谷利郎 

 

平成 27 年度定期総会無事終了 

３月２７日１３：００から参加者７８名で、宮下自治会定期

総会が開催されました。自治会と消防団の活動と会計報告が

行われ、２８年度新執行部と活動計画及び予算が全会一致で

承認されました。また、小山地区運動会

での「リレーの宮下」が定着しつつある

との報告へ、順位をもっと上げるべく、

元気を出してとの励ましも参加者から頂

きました。最後に来賓の久保田市議会議

員の挨拶で閉会、約１時間半の定期総会

が無事終了いたしました。 

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 
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※4・5 月は割愛します。また予定は変更になる場合があります。 

一致団結で優勝！ 

http://members2.jcom.home.ne.jp/miyashimojichikai/index.html
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平成 28 年度 宮下自治会新役員の紹介 
自治会の皆様、初めまして 

今期より体育委員長を務め

させて頂きます五十嵐です。

過去２年間、体育委員会の行

事に参加させて頂き、今期は

委員長という大役を務める事

と成りました。体育委員会の

行事は、自治会員様全員が気

楽に参加出来る事をモットー

に委員会を運営しています。 

ソフトボール大会、野球大

会、特に秋の運動会への参加を募集しています。 

 
紙面の都合上割愛しましたが、お二人の他に 

事務局 大津 京子さんが就任しました。 

この４月より宮下自治

会会計に就きました、宮

下２丁目在住の内田美市

男です。“会社人間”で

あった私には自治会活動

においては班長の経験し

かありません。私自身、

大変心もとない限りです

が、これまで会計をされ

た方々の経験や知識に基づ

く多くの資料・情報が残さ

れ引き継がれてきております。これらを一日で

も早く自分のものとし、会計を遂行できるよ

う、精一杯務めていく所存です。ご指導、ご協

力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮下自治会館利用中の団体＆サークル紹介 

◆◆高砂会（カラオケ）◆◆  

★H21.10 月発足   ★会員 28 名（男 17 名、女 11 名）  

★活動日 第 1・第 3 火曜日 13 時～  

★年会費 2 千円 

高砂会の中のカラオケの会として、

60 代～80 代の方が活動中。 

仲間の顔を見て、元気をもらった

り、次回は何を歌おうかと心待ちにし

たり、皆さん、生き甲斐として、カラ

オケを楽しんでいました。他の活動と

して、小山連合会（演芸大会）の参加や、実の里の訪問などがあるそう

です。   （Ogawa） 

 

◆◆おどりクラブ◆◆ 
ゴールデンウイーク前の水曜日の昼下がり、自治会館におじ

ゃましました。＜おどりクラブ＞の輿石さんが「今日は、何人

集まるかわからないけど・・・」と出迎えて下さいました。＜

おどりクラブ＞って？？宮下の夏祭りで、踊り手がいなくなっ

た為・・・平成 24 年 9 月から結成されたクラブです。宮下の

夏祭りに向け 1 年かけて、＜おどりクラブ＞のみなさんが月２

回（第 2 月曜日と第４水曜日・・・13：30～15：30 まで）

和気あいあいと練習におしゃべりに花を咲かせていらしゃいま

す。夏祭りの曲目は＊炭坑節＊みやしも音頭＊相模原音

頭＊少年八木節＊きよしのズンドコ節＊ようかい体操第

一です。今は、10 数人のクラブです。子ども連れの方

大歓迎です！！年齢は、問いませんので、自治会館に足

を運んでみませんか？「５曲踊って、おしゃべり休憩

（笑）。その日の体調に合わせて 10 曲踊ります

（笑）」自治会館が華やかなつつじで一杯になったよう

でした。夏祭り・ふるさと祭りご一緒に踊ってみません

か！もちろん、自治会館でもお待ちしています！！  （Chiba） 

◆◆宮下囃子保存会◆◆ 
 昭和２２年にこの会の前身の宮下囃子連を結成して来年で７０

年を迎える宮下囃子保存会を訪ねました。 

 夕方６時、ちょうど子供の練習の時間で上は中学生から下は小

学校低学年の皆さんが、熱心にリズムに乗って太鼓をたたいてい

ました。前会長の常盤さん

他２名の大人の方が熱心に

子供たちを指導していま

す。この方々も小さいころからこうして大人から教えられて、

今まで続けてこられた方々です。今の子供たちが大人になって

また小さい子供たちを教えるようになって、ずっとずっとこの

お囃子を保存してほしいですね。    （Murakami）  
  

 

◆◆宮下パソコン倶楽部◆◆ 

宮下パソコン倶楽部におじゃましました。今日は、スカイ

プ（テレビ電話）の勉強中でした。講師の方を含め１６名の

方が一生懸命パソコンとスクリーンに向かっていました。途

中インターネットが繋がら

ず、参加者全員同時のスカ

イプ操作は出来なかったの

ですが、代表の方のスカイ

プ操作を熱心に見入ってい

ました。勉強の後の一服で

は、和気あいあいで和やか

に歓談されて、この教室の

温かさを感じました。パソコン…やってみたい！！と思っておられる皆

様是非一度来てみては… （Sugawara） 

体育委員長 

五十嵐 昭浩さん 

 

会 計 

内田 美市男さん 

 

施設費

225,000 2%
事業費

3,173,000

27%

会議費

688,000

6%

事務費 2,233,000 19%

維持費

1,160,500 10%

消防後援会費

1,706,190

14%

補助金・予備費

2,609,323 22%

宮下自治会平成28年度予算
総額 11,795,013円

第 2・第 4 日曜日 

14 時～16 時 

詳細は、自治会ホームペー

ジ Top ページ「◆その他の

情報」をご覧ください。  

施設費

2,932,406

19%

事業費

2,492,810 

17%

会議費

462,845 

3%

事務費 2,134,957 14%

維持費

1,079,517 

7%

消防後援会費

1,694,720 

11%

補助金・予備費

3,290,000 22%

次年度繰越金

1,024,513 7%

平成27年度決算

総額 15,111,768円

（単位：円）

子供は小学校３年生以上の方、上は年齢制限なしで随時会員を募集しています。 

練習は毎週日曜日 18 時～２１時  お問い合わせ先 ☎ 042-771-3699（会長 山崎さん） 


