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平成 2９年度 今後のスケジュール
4月 1日（土）区長会議

19:30～ 自治会館

4月 2日（日）班長研修会 自治会館

◇１A区～４A区 10:00～ ◇４B区～７区 13:00～

1月 9日（月） だんご焼き大会開催

お正月気分も抜けきれない９日(祝)。前日の雨も午後には上り、もみの木広場に近づくと焚火のいい香りがし

て来ました。毎年恒例の「だんご焼き」が、ポカポカ陽気の中行われました。自治会お揃いのグリーン のジ

ャンパーを着たスタッフの方々が、準備万端で迎えて下さいました。「点火は、一番乗りの男の子におねがいし

ようか！」と声がかかりました。お母さんも慌てて、カメラの準備です。お

正月のしめ縄・お飾りが勢い良く燃えました。[おだんご]は、当日・・・261

個手作りされたそうです。

1人 3個で 87人分。 当日、蒸籠（せいろ）で

蒸してから、特製 の竹にさします。炎は上がってい

ますが、子どもたちは待機しています！！

何故？ 炎に[おだんご]を近づけると焦げすぎる

そうです。炎が落ち着いてから、スタート・・・

子ども達が、ひと通り楽しんだ後、大人の方々が

自然に集まり、「 今年もよろしく・・・」と会話

の輪が、広がりました。消防団の方も、火の見守

りありがとうございます。 因みに「だんご焼き」

の「おだんご」を食べると風邪を引かないそうで

す。近所の方々が集まって、心とおなかもポカポ

カになるからでしょうね。米麹の甘酒もごちそうになり、やさしい気持ちにな

りました。ありがとうございました。 （Chiba）

「４月の班長の研修と担当部会決め」が最初の班長の仕事でした。４月に入ってからこの研修日

程の連絡を頂いたので、４月の旅行等のスケジュール再調整に苦労しました。

この反省を踏まえ、１２月に知った次年度研修会スケジュールを次の班長さんに伝えました。

１１月の文化祭・収穫祭では写真取材を担当しました。旅行等の家族写真では何を中心にする

かはほとんど考えませんが、文化祭・収穫祭ではトン汁、焼きそば、餅つきに参加した方々を幅広

く写さなければなりません。被写体の方々、特に中心に写したい子供達は止まってくれません。もう

報道写真家気分でカメラのファインダーを覗きシャッターを切りました。

文化祭の広報コーナーに貼り出された写真を参考にしましたが、参加者を漏らさないで写す構図構成は難し

かったです。皆さんも広報の写真担当を経験される事をお勧めします。写真を見る目が変わりますよ。

１２月には次年度班長を区長さんへ報告し、年末に星を眺めながら拍子木を叩きながらの夜回りで今年度の

班長の仕事はほとんど終わりです。年末の星空には特に冬の大三角形が美しく見えました。この冬の大三角形

を構成する天頂のオリオン座のペテルギウスは近々に超新星爆発すると予想されています。次回、１０年後の

班長当番の時は冬の星空の大三角形の形が変わっているのかなと思いながら夜空を眺めました。

勤めていた会社の定年以来、結果から言うと私はパソコンの前に一日中座っています。

１９４６年の黎明期のコンピュータＥＮＩＡＣはビル一棟丸ごとの大きさです。このＥＮＩＡＣを使って数

学者ノイマンは２０３７桁の円周率を７０時間の計算時間で求めました。この円周率の話を知りコンピュータ

に興味を持ちました。その約半世紀後の１９９０年代に重量３ｋｇ弱のノートパソコンを購入し、そのパソコ

ンで２０３７桁の円周率を計算しました。

その結果、ＥＮＩＡＣでの計算時間と同じ７０時間と同じだったと言う偶然にとても感激しました。半世紀

前のビル一棟分の大きさのコンピュータの計算速度が３０年前の３ｋｇのパソコンが同じだなんて、すごい技

術進歩です。それ以降コンピュータ技術は更に１００倍程以上情報処理能力が向上していています。現在では

皆さんがお持ちのパソコン・タブレットやスマホで数式をカメラで写すと、数式のグラフや方程

式を解いてしまう事ができます。この様な時代が来たのです。

それだけでなく測地衛星や天体観測衛星の観測データも入手できる時代です。例えばこの様

なインターネットから得られる情報利用して、降雨量、気圧、等高線、穀物の収穫量、人口分布

等を地図上に描くことができます。他人から見ると「だからどうなのよ」と言う事ですが、データ利用の技術

を磨きながらパソコンで一日中楽しんでいます。皆様にもネット サーフィンだけでないパソコン遊びをお勧め

します。

自治会員の皆様へ

この皆様への挨拶が掲載される「宮下自治会だより」4号が発行される頃は、

28年度の総会準備が始まります。

自治会事業は、概ね大きな問題もなく遂行することが出来ましたが、地域も

高齢社会になり、宮下１～３丁目、宮下本町１～３丁目の総人口 9,713 名の

内６５才以上は 1,788 名で、高齢化率が 18.4％（平成 28 年 4 月 1 日付け

小山高齢者センター調べ）となっております。身近なところでも自治会役員の

高齢化が進み、今後自治会役員の世代交代をしていかなければなりません。

平成 29 年度は、自治会の諸行事にいかに若い世代が興味を持ち参加してもらえるか、取り組むべ

く活動します。

また小山地区自治会連合会の交通部、防犯部、衛生環境部、防災部、広報部の各部会に当自治会役

員が積極的に参加し、より広域的な情報共有化とともに、会員の皆様の目線で当自治会が果たすべき

役割を精査し、自治会活動を進めて行きたいと考えております。

今後とも会員の皆様のご理解とご支援・ご協力をお願いいたします。

宮下自治会長 入谷利郎

３月２６日（日） 午後１時から､こばと児童館にて

「宮下自治会」「宮下自治会団地管理組合法人」の定期総会を

開催いたします。

議題は今年度の事業報告・決算報告と来年度の事業案・役員

案・予算案などです。

定期総会は自治会活動全般を知る良い機会です。

多くの会員の皆様のご参加をお待ちいたします。

宮下自治会のホームページは､自治会員の皆様に様々な情報をいち早く伝えるべく、平成１８年３月

に開設されました。以降アクセス数も１５万３千回を超えておりますが、この度、プロバイダーの都

合により今までのアドレスが平成２９年１月末で使用できなくなることとなりました。

昨年１０月より移行作業を進めてまいりましたが、この度、１月１日より新しいホームページへ移

行しました。今回はただの移行ではなく、ホームページ全体をリニューアルしております。

ホームページは検索サイトで“宮下自治会”です。

http://miyashimojichikai.com/

入谷利郎 会長

マスコットキャラクター

「宮自っさん」おやこ村 ver.

私 の 趣 味 宮下本町 3丁目 永田久夫さん

平成２８年度宮下自治会定期総会のお知らせ

宮下自治会ホームページが変わりました

新しいアドレスは http://miyashimojichikai.com/ です

「班長をやってみて…」 ６C区 3班 永田久夫さん
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※広報撮影者は必ず

腕章を着用しています。

平成 28年度 専門委員会の活動報告

文 化 委 員 会 加治 委員長
今年度の活動は、地域のコミュニケーションおよび連携の強化を目的に、夏祭り納涼大会（7月 29

日）、ふるさと祭り盆踊り（9月 10日）、文化祭（11月 19日、20日）、だんご焼き大会（平成 29

年 1月 9日）の企画・運営を担当しました。

夏祭り納涼大会は、天候に恵まれ、例年と比較しても多くの皆さんに参加していただき、大いに盛

り上がりました。文化祭は、隔年実施の実施年に当たり、多種多様な作品が約 100点出展され、地

区の文化的レベルの高さを改めて実感しました。何れも地域の大切な行事ですが、自治会員の皆さん、

関係団体の皆さんの協力をいただき、無事開催することができました。

体 育 委 員 会 五十嵐 委員長
今年は、就任一年目で気持ちだけが空回りし、思う様に会の運営が出来ていませんでした。

体育委員の方々の御協力を戴き年間行事に不参加という事態を回避出来

た事を感謝致します。

来期は、体育委員会を中心に地域住民の

方の団結をお願い致し、会の一大イベント

の運動会において、今期よりも上位の成績

を目指したいと思っておりますので、ご協

力をお願いいたします。

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&撤去、広場や公園に放置された粗大ごみの通報&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、自治会館の清掃・地域の粗大ごみ収集、もみの木広場

の除草・整備等を実施しました。今年度は、夏祭りに模擬店（担当）でフランクフルトを販売し、600

本完売出来ました。自治会員の皆さんの協力をいただき、無事に開催することが出来ました。

今後とも参加協力をお願いいた します。

福 祉 委 員 会 西川 委員長
当委員会は「おやこ村の農園運営」「敬老対象者調査と記念品の贈呈」「さりげない見守り活動」等

の活動を行いました。おやこ村の活動では、収穫祭を含め５００名を超える参加者があり、収穫物は

地域の施設にも提供し喜ばれました。７５歳以上の敬老対象者は増加してい

ます。今年は煎茶と子供会作成の敬老レターをお届けしました。

さりげない見守り活動は、６名の対象者をも

って実施しています。これからも明るく・楽し

い地域づくりの為、活動して参ります。皆様の

ご協力を宜しくお願いいたします。

交 通 委 員 会 栗原 委員長
向陽小学校の交通指導に始まり、例年通りの活動をして参りました。交通標識等の設置では、当局

の予算の制約、交渉力不足により、皆様の依頼通りにはいきませんでした。

夏祭り、収穫祭の道路使用の警察との協議、交通整理は無事、皆様の協力のもと行うことができま

した。

防 犯 委 員 会 五日市 委員長
当委員会は主な事業として夜間のパトロールの他、協力者等による昼間パトロール、防犯灯の新規

設置、防犯対策の呼び掛けを実施して来ましたが、残念ながらタイヤ盗、ひったくり、車上狙いが多

く発生し前年比増加してしまいました。

犯罪の発生は予め予想は出来ませんので地域の皆さんで防犯意識

を高めて予防に当たることが大事です。

当委員会で防犯対策として、カギかけ・声かけ・点灯（門灯等）の

実施をお願いします。防犯は継続活動が必要です。当委員会は今後

も地域の「安全で安心な生活」づくりのため、防犯活動に取り組ん

で行きます。皆さんのご協力をお願いします。

防 災 委 員 会 柘植野 委員長
防災委員会は「万一、災害が発生した時」を念頭に活動しています。

平成２８年度は８月に境川が氾濫寸前まで水位が上がり、一部住宅地では雨

水が貯まるなどの被害が発生、市より避難勧告が発令され、数人が向陽小学校

体育館へ避難しました。これらのことから豪雨対策として避難勧告などが発令

された場合は自治会館の開放を決め、現在も万一に備えて検

討を重ねています。平成２８年度の防災訓練は残念ながら雨

のため中止となりました。普通救命講習会は予定

通り開催しました。防災委員会としてはこれから

も防災訓練等を計画し実行していく予定です。

これらの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。

広 報 委 員 会 常盤 委員長
今年度の広報委員会は、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。パソコンでの原稿作成方法の勉強会を始め、夏祭

り・運動会・文化祭・おやこ村・その他イベント等での写

真撮影（写真班）を行いました。文化祭では今年度撮影し

た写真の「広報コーナー」を展示しました。また、今回は

新たな試みで文化祭各出品者と作品の撮影を行い「自治会

だより 3号」の発行日を変更し A３見開き紙面での収穫

祭・文化祭写真特集を掲載しました。

今後とも取材・情報提供にご協力をお願いいたします。

夏祭り納涼大会 文化祭 文化祭

地区運動会 地区運動会

夏祭り（模擬店参加）市民清掃の日
市民清掃の日に撤去回収

（放置されていた粗大ゴミ）

おやこ村（植え付け作業） 「敬老の日」記念品

パトロール中

下校見守り活動中 夏祭り会場周辺パトロール中 夏祭り会場駐輪場整理

境川（昭和橋）

水位が氾濫寸前 「小山地区自治連防災訓練」参加

防災訓練会場に

向かってﾞ出発

文化祭「広報コーナー」

夏祭り用腕章
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