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平成 29年度年間スケジュール
4月、5月の行事は割愛します。また予定は変更になる場合があります。

6月 7月 8月

・自治会だより 1号発行(6/1)

・ゲートボール大会(6/10)

・ソフトボール大会（予選 6/25）

・ソフトボール大会（決勝 7/2）

・夏祭り納涼大会(7/29)

9月 10月 11月

・自治会だより 2号発行 (9/1)

・小山ふるさとまつり「盆踊り」(9/2)

・宮下自治会防災訓練（9/10)

・小山ふるさとまつり「運動会」(9/24)

・ファミリーバドミントン大会(10/1)

・軟式野球大会（予選 10/8）

・軟式野球大会（決勝 10/15）

・小山地区総合防災訓練(10/22)

・自治会費下期分集金/賛助会員募集

・普通救命講習会(11/12)

・グラウンドゴルフ大会
(11/12)

・おやこ村収穫祭(11/1８)

・卓球大会(11/26)

・市民清掃の日(11/26)

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 出初め式出陣式(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

おやこ村 子ども達と種まき&植え付け
4月 23日青空の下おやこ村でとうもろこしの種まき

や里芋やナスなどの植え付けが行われました。

鍬を使う事もビニールを張る作業なども初めての子供

たちは楽しみながら頑張っていました。

保護者のみなさんも楽しく体験されていて、参加した

皆さんが収穫までの成長も夏と秋の収穫も今からとて

も待ち遠しいようです。(Nozawa)

夏祭り納涼大会の開催
夏祭り納涼大会は、小山ふれあい広場を会場として、

会場準備を 7月 23日(日)、本番を 7月 29日（土）開

催で予定しています。祭り本番は、午後 2時半に天縛

皇神社での山車の出発に始まり、町内を巡行した山車が

会場に到着する頃から子どもイベントが開催されます。

夕刻からは盆踊り、お囃子の演奏、模擬店などで会場は

大賑わいとなります。是非会場にお越しいただき、楽し

い時間を過ごしていただきたいと思います。

久保田義則 市議会議員

５月６日、宮下自治会相談役の久保田義則市議会議員がご逝去されました。

久保田議員は、卓越したリーダーとして 30年以上にわたり相模原市の発展に

尽力され、米軍基地返還促進市民協議会理事、広域交流拠点に関する特別委員

会委員長等の重責を担い、まさに蒔いた種の数々がいま芽を吹き始めたところ

でしたので非常に残念な思いです。地域の安全・安心の為に様々な助言、

事業の実現に向けて尽くして頂きました。

謹んで哀悼の意を表し、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

平成 2８年度 定期総会開催

平成 29年 3月 26日、あいにくの冷たい雨の中、宮下自治会定

期総会及び宮下自治会団地管理組合法人の総会が行われました。

専門委員会の活動報告、決算報告、宮下消防団の活動報告等を経

て、29年度新役員、事業計画案、予算案等が承認されました。

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。

（総会出席者及び委任状合計 1,299人）

「会員の皆様へ」

去る 3月 26日に平成 28年度の定期総会が開催されて、1ヶ月半が経ちました。

平成 29年度の事業計画に沿って活動しておりますが、特に下記 2項目を重点的に

進めていきたいと思います。

1. 自治会加入促進とコミュニケーション
当地区では、空き地、農地が開発され新しい住宅が建てられています。

「助け合い、支え合い、困ったときはお互いさま」という向こう三軒両隣りの精神で、転入されてき

た方々を含め地域の方々とのパーソナルコミュニケーション（個と個）によりインティメート（親密さ）

醸成、信頼感を得ることで一緒に安全で住みやすい街づくりを進めます。

2. 現役世代の自治会活動への理解と参加
働き盛りの世代の方々に、仕事と仕事の間で一息ついて非日常な事をする。

無理をしない程度に自治会活動に参加してもらい、気分転換（リフレッシュ）して仕事に戻ってもら

う。一息入れるということも大切なことではないでしょうか。

とにかく、信頼感に基づく地区の方々の「世話焼きジジイ」になってみようと考えております。

宮下自治会 会長 入谷利郎

“感謝状贈呈”

◇ 宮下本町１丁目 藤野英樹 様

・自治会副会長ほか１１年間活動

◇ 宮下本町２丁目 五日市良吉 様

・防犯委員長３年間活動

◇ 宮下本町３丁目 宮崎金弥 様

・団地管理組合法人監事９年間活動

長い間、地域のための活動ご苦労様でした。

会長 入谷 利郎

【お知らせ】“防災委員会より”11/12乳

児・小児を救命対象とした普通救命講習会

を開催します。(9月回覧板で募集予定です)

【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

みんな参加してね！

運 動 会
市民清掃の日 収穫祭

普通救命

だんご焼き大会

訃 報

【お知らせ】今年も色々なイベントがあ

ります。皆さま、お誘い合わせの上

奮ってご参加下さい。

宮下消防団の皆さん

総会風景

山車巡行 模擬店

mail: info@miyashimojichikai.com★自治会へのご要望等・お問い合わせ先

※題字「みやしも自治会だより」は、宮下自治会第 19代会長 石井今朝太氏に執筆していただきました。

会委員長等の重責を担い、まさに蒔いた種の数々がいま芽を吹き始めたところ

大賑わいとなります。是非会場にお越しいただき、楽し

マスコットキャラクター

「宮自っさん」 http://miyashimojichikai.com/

表面
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平成 29年度 新任役員あいさつ 新たに自治会役員になられた皆さんをご紹介します。

副会長 加治 左近さん

今年度から 1C区・1D区担当及び

文化委員会担当の副会長を務めること

になりました。区長、班長の皆さんと

共に地域の窓口となり、快適で安全・

安心な町づくりのために地域の課題に対応してい

きたいと思います。又、文化委員会担当として新文

化委員長を支え、文化委員会の主な事業である“お

祭り”を通して地域のコミュニケーション及び連携

の促進を図り、宮下地区を盛り上げていきたいと思

います。1年間よろしくお願いします。

文化委員長 古賀 澄雄さん

この度、前任者の加治副会長から文

化委員長を引継ぎました古賀です。

昨年は長年、地元に住んで居ながら

知らない事が多かった一年でした。

自治会活動に参加してみて大変さもありますが

楽しむことが出来た一年間です。文化委員会の活動

行事として、この夏の天縛皇神社からの山車巡行と

夏祭り納涼大会を大いに盛り上げて参ります。

皆様のご支援とご協力をよろしくお願いします。

防犯委員長 原 常夫さん

4月より防犯委員長を務めさせて頂

きます 2丁目在住の原常夫です。いま

まで自治会活動には参加していません

でしたので多少緊張しております。

今後防犯委員長として自治会の皆様と協力し、犯

罪抑止効果が期待できる地域・犯罪に寛容ではない

地域・安全安心して生活できるまちづくりを目指し

努力してまいります。

不慣れでご迷惑をお掛けすることがあるかも知

れませんが、よろしくお願い致します。

事務局 大石 すみ代さん
どうぞよろしくお願いいたします。

平成 2８年度決算 平成 29年度予算

決算総額 12,075,864円 予算総額 11,542,754円

平成 29年度 各専門委員会が 4月～5月にかけて「第 1回委員会」を順次開催中！ちょっとお邪魔して風景を

福 祉 委 員 会
４月９日（日）第１回福祉委員会を開催し、今年度の

活動計画を決めました。今年度は福祉委員１８名、協力

員３名と執行部２名の計２３名のメンバーで、明るく・

楽しくをモットーに活動します。

特に、毎回大勢の参加者で賑わう「おやこ村」は子供

会・育成会活動の一環でもあり、地域の子供たちと一緒

に色々な作物を育て収穫し、試食会を行うなど楽しく・

充実した内容に致します。今年も皆様の積極的な参加を

お待ちします。（西川福祉委員長）

体 育 委 員 会
４月 1６日（日）第１回体育委員会を開催しました。

班長会議で所属委員会が決まり『じゃんけんで負け仕

方なく』『高齢で身体を動かすのがキツイ』等々、不安

を持ちながら新委員さん２２名が出席。

委員としての役割、年間活動計画等の説明により、噂

の『大変な委員会』とのイメージは払拭され、今後の活

動への参加意欲、メインである『地区運動会』成功を目

指し、委員相互の連帯感を確認することができました。

（大嶋担当副会長）

自治会館を利用しているサークル・団体の紹介シリーズⅡ

♬ ダンス教室「パンプキン」さんを訪ねました ♬
「こんにちは～」と宮下自治会館のドアを開けたら元気な子供たちの弾む

声が聞こえました。あれ！お子さんのダンス教室？大人じゃないんだ。そ

れなら飛んだり跳ねたりのダンスかなと思いきや、最初は静かに音楽に乗

って準備体操から始まりしっかり筋トレ（筋肉トレーニング）もします。

ジャズダンスのように元気に飛び跳ねる曲もあるそうです。

杜のホールはしもとで発表会を

開いたり公民館祭りで踊ったりと

発表の場もたくさんあり、皆さん

それを楽しみに一生懸命練習に励んでいます。この日は「宮下だより」に

載せる写真を撮るためにおそろいのＴシャツを着て練習してくださいま

した。おそろいと聞いて赤や黄色のＴシャツを想像してましたが、黒地に

赤の文字入りで、とてもシックでオシャレでみんなよくお似合いでした。

（Murakami）

♬ ニコニコくらぶ -同好会の模様- ♬
宮下の方と周辺の方が参加されている麻雀同好会です。「頭と指先の健康の維持で

すよ」とメンバーの皆さんが笑顔で答えてくれました。とは言え、麻雀の勝負は真剣

そのものです。たばこの煙の無い健康的な同好会です。２００円の会費で用意したお

茶とお菓子で３時間弱の愛好会を楽しんでいらっしゃいました。

メンバーの方がダンボールで制作した組み立て

式のテーブルを使う等手作り感のある麻雀愛好会

です。「たとえ雨の日でも雪の日でも参加を楽しみ

にしています」とも話してくれました。

５月は麻雀を兼ねた熱海旅行を計画されていま

す。皆さんが麻雀を楽しまれている様子は、英国の

貴婦人達がテーブルを囲みお菓子と紅茶を楽しみ

ながらカードゲームを楽しんでいる光景と重なり

ました。１２時に終わった同好会の帰り道、「お昼

どうしますか」と言う会話をしながら帰宅されました。

尚、同好会参加ご希望の方は一度会館に足を運んでみてください。(Nagata)

現在会員を募集中！！ 対象は幼児・小学生の男女です。

【連絡先】 木下さん 090-5499-2387

・代表：鈴木静子さん

・第二、四金曜日

・午前９～１２時に開催

メンバーお手製の雀卓

本年も役員一同力を合わせ、安全・安心まちづくりに

取り組んで参ります。

皆様のより一層のお力添えをお願い申し上げます。

(単位：円) (単位：円)

中面


