
 ■チラシ・フライヤー：A3_2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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感 謝 状 

宮下本町１丁目 五十嵐 秋夫 様 
自治会副会長ほか１5 年間活動 

宮下本町１丁目 柘植野 勝利 様 
防災委員長ほか１０年間活動 

宮下本町３丁目 栗原 徹 様 
交通委員長 5 年間活動 

 

長い間、地域のための活動ご苦労様でした。 
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◇宮下本町３丁目 宮崎金弥様 

平成３０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 

・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 6/17) 

・ソフトボール大会(決勝 6/24) 
11月 

・宮下自治会防災訓練  (11/４) 

・軟式野球大会 (決勝 11/11) 

・おやこ村収穫祭  (11/1７) 

・文化祭 (11/17・11/18) 

・卓球大会 (11/25) 

・市民清掃の日 (11/25) 

7月 

・夏祭り納涼大会 (7/2８)  

12月 

・自治会だより 3 号発行 (12/1) 

・歳末夜間パトロール(26 日～30 日) 

8月 

 

1月 

 

・だんご焼き大会 (1/14) 

・宮下消防団 出初め式出陣式(1/13) 

 

9月 

・自治会だより 2 号発行 (9/1) 
・相模原市総合防災訓練 (9/２) 

・普通救命講習会（9/９)  

・小山ふるさとまつり「盆踊り」(9/15) 

・小山ふるさとまつり「運動会」(9/30) 

2月 

・駅伝大会  

(2/17) 

10月 

・グラウンドゴルフ大会(10/13) (予備日 10/20) 

・ファミリーバドミントン大会 (10/14) 

・小山地区総合防災訓練 (10/21) 

・軟式野球大会 (予選 10/28) 

・自治会費下期分集金 (6 日～末日) 

3月 

・自治会だより 4 号発行 (3/1) 
・平成 30 年度会計監査 

・平成 30 年度定期総会(3/31) 

 

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  
  

    今年もスタートしました！！  

４月２９日（日）薄曇りの天気の中、今

年最初の子ども会他子供たちとの共同作

業は、トウモロコシの種まき、里芋の植え

付け、スイカ・カボチャなど苗の植え付け

から始まりました。 

子供たち、育成会、福祉委員、協力員そ

して執行部の皆様さらに一般参加の方な

ど総勢約６０名での作業となりました。 

トウモロコシの種を一粒一粒大切に土に埋め、

小さな芽が出た里芋は芽を折らない様にそっと持

ち慎重に植え付け、スイカ・カボチャなどの苗も、

全て子供たちが植え付け作業を行いました。トウ

モロコシは７月には実ります。また皆で一緒に収

穫し、試食会をしましょう。 （福祉委員会） 

       

 

 

 

 

 

   夏祭り納涼大会開催 

皆様方のご協力により、本年も恒例の

夏祭り納涼大会を開催いたします。 

夏祭りでは楽しい催しを多数企画して

おりますので、ご家族、ご友人、ご近所

の皆様とお揃いでご参加いただきます

様、ご案内いたします。 

開催日  7 月 28 日（土曜日） 

開催場所 町内・小山ふれあい広場 

 ・山車の巡行  14：30～16：00   

 ・子供イベント 16：00～18：00 

 ・盆踊り大会  18：00～21：00  

夏祭り納涼大会の詳細は、7 月上旬にお届けする

夏祭りプログラムをご覧ください。 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会員の皆様へ」 

4 月の新年度入りから、すでに 1 か月が経ちました。この間、関係諸団体との会合、

定期総会等があり、アッという間に過ぎてしまいました。まさに「光陰矢の如し」です。

さて、今年も 3 月の定期総会でもお話ししましたが、下記事項を重点課題として取り

組んでまいります。今後とも、会員の皆様のご協力とご支援をお願い致します。 

１．防災・減災の取り組み 

地震だけでなく、近年では台風や「爆弾低気圧」等による大規模な風水害が目立っていますが、地震

については、現在の科学でも発生時期、場所、規模などは予測不可能といわれています。地震が発生し

た時に、如何に被害を最小限に止めるかが大事になります。 

当自治会では、毎年、もみの木広場（宮下本町 2 丁目）で防災訓練を行っており、会員の皆様に是

非参加して頂きたいと思います。 

また、境川の氾濫等の不測の事態に備え、自治会館等を任意避難場所として設定をしました。今後と

も運用等について整備していきます。 

２．防犯対策の取り組み 
現在、青パトによる巡回を行っていますが、今年は新たに「わんわんパトロール」を実施すべくボラ

ンティアを募集していますが、すでに４0 名以上の方々にご協力頂いて実施しております。犯罪発生ゼ

ロを目指し、地域の安全・安心のため、努めていきます。 

３．高齢社会の対応 

平成２９年４月１日現在の自治会加入世帯において、７５才以上の世帯が２６％を占めており、地域

全体でこの状況に取り組む必要があります。地区社協、民生委員、老人会、高齢者支援センターと協働

し、介護、生活支援、地域からの孤立や防災・防犯も含めた地域生活課題を把握し、情報の共有化と解

決の為、関係団体とのネットワークの整備に努めます。 

宮下自治会 会長  入谷利郎 
 

平成２９年度 定期総会が開催されました 
平成３０年 3 月 25 日（日）こばと児童館に於いて、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、３

０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。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

会長 入谷 利郎 

 

【お知らせ】“防災委員会より” 

9/9 普通救命講習会を開催します。 

※８月頃回覧板で募集予定です 

11/4 自治会防災訓練を開催します。 

皆様の参加をお待ちしております。 

 

【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 

【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。 

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

 

マスコットキャラクター

宮自っさん 

「わんわんパトロール中」

 

http://miyashimojichikai.com/ 

 

 
【お知らせ】“文化委員会より” 
11/17・11/18 文化祭開催 

皆様の力作お待ちしております。 

五十嵐秋夫さん 
（左）柘植野勝利さん 

（右）栗原 徹さん 

 おおややここ村村   おお知知ららせせ  
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平成 30 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。 

 山﨑 正己さん 

こんにちは。今年度より１丁目副会長

を担当します山﨑です。近年、同じ地

域にいても知り合える場が少なくなっ

てきています。自治会主催の行事が交

流の場として良い機会ではと思います。“おはよう”

“こんにちは”の挨拶で新たな出会いがあり、地域

の絆も深まります。自治会活動においても会員の皆

様のご協力が必要です。役員と会員の皆様が協力し

合い、健全な街、安心・安全な街作りを推進したい

と思います。 

 鈴木 忠勝さん 

この度、交通委員長を拝命いたしまし

た本町２丁目在住の鈴木です。宮下地

区におきましては、相模原駅北口の南

北道路及び東西道路の開通により、こ

れまでの車両の流れが変わることが想定されます。

変化に対応し、児童生徒の登下校時の安全管理はも

とより地域の皆様にとりましても交通事故のない

安全で安心なまちづくりに努めてまいります。 

何分不慣れですので、ご指導のほどよろしくお願

いいたします。 

 

 北谷 広志さん 

本年度より防災委員会を担当する事

になりました北谷です。自治会活動は

初めてで前任の柘植野さんのようには

いかないと思いますが、皆様にご協力

を頂きながら活動して参ります。3.11 発生から７

年経過し災害への意識が薄らいでくる中、委員会活

動は災害に対する認識を新たにし、常日頃から災害

に備える事により有事に被害を最小限にとの思い

で活動しています。本年も防災訓練や救命訓練を計

画しており是非ともご参加頂き、この機会に家族相

互の安否確認方法や避難場所、非常持ち出し品等々

の再確認を行い万一の場合に備えましょう。 

防災委員会は選任された区長さん班長さん達と

自主防災隊組織として活動して行きますので宜し

くお願い致します。 
     

宮下自治会 平成 29年度決算 宮下自治会 平成 30年度予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算総額 12,278,712 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

予算総額 11,806,529 円 
 
 

 

 

自転車損害賠償保険等への加入が義務化（平成 30年 7月 1日施行） 

市内で自転車を利用される方や、自転車を利用する未成年の保護者は、自転車損害賠償保

険等に加入することが義務化されます。被害者の救済とともに損害賠償責任を負った際の経

済的な負担を軽減するため、自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

詳しくは、相模原市役所ホームページをご覧ください。 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/bouhan/1013138/1013140.html 

「わんわんパトロール」協力者募集中 

宮下自治会では、青パトによる日中防犯パトロール、夜間パトロール、防犯灯の新規設置等

防犯活動を行っていますが、未だ宮下地区管内で年間約４０件前後の犯罪が発生しています。 

安心安全に暮らせる地域を目指し今年度より「わんわんパトロール」を開始しました。 

愛犬と散歩の際、防犯グッズを携帯して散歩をするパトロールです。普段通り、時間・コー

ス等自由に散歩していただき気軽に無理なくできるボランティア活動です。 

是非皆様のご協力をお待ちしております。 

賛同され協力して頂ける方は下記までご連絡ください。 

連絡先：     宮下自治会防犯委員長  原 常夫 

連絡先電話番号： ０９０－１０５７－９９６９（１３：００～ ） 

 
 

 

 

(単位：円) 

 

(単位：円) 

 

高 額 賠 償 事 例  

判決容認額 事 故 概 要 

9,521 万円 

男子小学生が歩行中の女性と衝突。女性

は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻

らない状態となった。監督責任を問われ

た母親に損害賠償を命じた。 

【平成 25 年 7 月 4 日神戸地裁判決】 

9,266 万円 

男子高校生が道路を斜め横断し、対向車

線を自転車で直進してきた男性会社員と

衝突。男性会社員に重大な障害が残った。 

【平成 20 年 6 月 5 日東京地裁判決】 

5,438 万円 

男性が信号を無視し、横断歩道を歩行中

の女性と衝突。女性は頭蓋内損傷等で 11

日後に死亡した。 

【平成 19 年 4 月 11 日東京地裁判決】 

4,746 万円 

男性が信号を無視し、横断歩道を歩行中

の女性と衝突。女性は脳挫傷等で 5 日後

に死亡した。 

 【平成 26 年 1 月 28 日東京地裁判決】 

判決容認額：判決文で加害者が支払いを命じられた 

金額（概算額） 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

 

 

判決容認額：判決分で加害者が支払いを命じられ

た金額（概算額） 

 

※出典：相模原市役所ホームページ ※出典：平成 29 年度小山公民館成人学級 

小山地区交通事故状況   

 平成 28 年 平成 29 年 

自転車事故 ２８ ３２ 

その他事故 ７０ ５１ 

計 ９８ ８３ 

 

平成 30 年度自治会執行部 

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。 

(件) 
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「防犯グッズ」 「防犯グッズを携帯してパトロール」 「わんわんパトロール中」 

 防防災災委委員員長長  

 交交通通委委員員長長   副副  会会  長長  
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