
回 覧 

２０２０年度 はるひ野町内会 

７月度 役員会 議題 
２０２０年７月４日 

(1) 会長からの連絡事項     （会 長 杉 本）

(2) ２０２０年度町内会費の集金について  （会 計 吉 田）

(3) 各部会報告 

◆環境部会： はるひ野 町内清掃実施日 のお知らせ （環 境 斎 藤） 

◆自主防災： はるひ野自主防災組織の副本部長選出について  （自主防 小 松） 

自主防災かわら版 2020・1 号

(4) 紙回覧原則廃止に向けた検討     （副会長 小 谷）

(5) ２０２０年度の役員会および各部会の開催予定 （※）  （副会長 西 出）

(6) 出欠の確認（配布物の受領確認）

 （※）印の項目については、回覧資料はありません。 

★今月（７月）のお願い事項 

① 資源集団回収のため、古新聞・古雑誌・段ボール・牛乳パック・古着等を提供してください。 

第１・３・５木曜日の回収です。 (回収資金は、町内会収入としてはるひ野の緑化に利用します) 

★町内会の主な行事（予定）（２０２０年８月まで） 

① 町内清掃

7月 11 日（土） ８：００ ～ ９：３０  詳細は、回覧・ホームページをご覧ください 

② 次回 ８月度役員会 

 ８月１日（土） １８：００ ～   場所は未定です。（後日ご連絡いたします。）



                                                      ２０２０年７月４日 

はるひ野町内会 

会長からの連絡事項など 

 

 

 

１）「参加者が集まっての会議」はその必要性を判断し、開催するときには会議形態を工夫 （リモート会議などを推奨） 

   ①７月４日（土）（本日） 役員会 

役員会会場である地域交流センター（はるひ野小中学校内）が利用再開時期未定のため、ブロック代表者の 

ご自宅のパソコンと町内会事務所のパソコンをオンラインでつないでのリモート会議を開催 

   ②８月１日（土） 役員会 

リモート会議になる見込み。詳細はブロック代表者に後日連絡 

２）町内会活動・部会活動方針 

   新型コロナ感染の収束状況に合わせて、徐々に活動範囲を拡大しています 

 

 

 

 

新型コロナ感染者数がなかなかゼロに近づかない状況を見ながら、参加者およびスタッフの安全面を第一として協議して

きましたが、結論として予定していました「黒川・はるひ野夏フェス２０２０」を中止としました。 

楽しみにしていただいていた参加者やスタッフのみなさん、本当に申し訳ございません。 

現時点では新型コロナがいつ収束するか分かりませんが、来年は開催できるように感染対策関連の情報収集を行い、どう

実現したらいいのかを検討していきます。 

 

 

 

 

大地震や土砂災害などの発生時に開設する「避難所（はるひ野小中学校内）の運営方法」（注）は、新型コロナ感染対策を

考慮した見直しを開始します。 

今までは最低限の町内会活動に限定してきましたが、６月から部会活動を再開し、本件見直しにも着手します。 

以降、新型コロナ関連の情報は、自主防災組織より順次発信していきます。 

最近になり内閣府・厚生労働省・神奈川県などが新型コロナ感染者対策を考えた注意点・避難所運営ガイドラインなどを 

発表していますので、新型コロナ感染の第２波が来る前に必要な防災備品も追加購入していきます。 

 

（注）避難したときの各種手順などを事前に検討して、いざという時に困らないようにルールを決めています 

 

 

                                                     （※）当町内会内会議は省略 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

麻生防犯協会  定期総会議決事項に関する書面表決 （会議なし） 

麻生防火協会  定期総会議決事項に関する書面表決 （会議なし） 

柿生地区社会福祉協議会  役員会 

麻生区町会連合会  理事会 

麻生区町会連合会  要望事項検討委員会 

川崎市美化運動実施麻生支部  総会決議事項に関する書面表決 （会議なし） 

国勢調査 調査員推薦に関する作業・麻生区役所との調整他 

 

 

３日（水）～５日（金） 

４日（木）～５日（金） 

１１日（木） 

１１日（木） 

２３日（火） 

２２日（月）～２３日（火） 

５月～２４日（水） 
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会長としての主要活動報告（６月） 

新型コロナとの共存時代の避難所運営について 

当面の町内会活動方針・対応方針（～８月末） 

黒川・はるひ野夏フェス２０２０の中止について 
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２０２０年度町内会費の集金について 

 

 
 今年度の町内会費の集金につきましては新型コロナウィルス感染症対策として、従来の会費納 

 入方法のほかに新たな方法を新設しましたのでご案内致します。 

また、例年と異なり1年分を一括して集金させていただきます。 

 皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  

【２つの方法から選択してください】 

  

１． 集金訪問の班長さんにお支払いいただく方法（従来の方法） 

集金方法は基本的に例年通りです。各班長さんが会員宅を訪問しますので、所定の 

年会費をお支払いください。この方法を選択する場合の手続きはありません。 

班長さんによる集金期間は８月２日(日)～９月４日(金)になります。 

 

 

  

2.  町内会の銀行口座に直接お振り込みいただく方法（新設） 

      

事前にﾒｰﾙでお申し込みください。 

いただいたﾒｰﾙに対し２通のﾒｰﾙを返信します。最初は受付確認の自動返信。数日後に 

手続きのご案内を返信します。 

 
     申し込み受付期間は 本日より７月１８日(土)まで、 振り込み期限は７月２１日(火) です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜ご注意＞ ・振込手数料は会員各位のご負担でお願いいたします。 
 

・町内会HP「お問い合わせ」など、上記以外のお申し込みは受付できません。 
 

・振り込みによるお支払いを選択されていても、振り込み期限までに入金確認が 

 できなかった場合は班長さんによる訪問集金となります。 

     

 
 
 

なお、お預かりした個人情報ははるひ野町内会個人情報取扱規定に基づき適正に管理し、目的外の使用

は致しません。 

回覧ははるひ野町内会のホームページでもご覧いただけます。 

 

以上 

 
 

会計1/1 

受付専用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： haruhino.kaihi@gmail.com   

申し込みﾒｰﾙへの記載事項：ご住所（ﾏﾝｼｮﾝ､ｱﾊﾟｰﾄ名 部屋番号も）、世帯主のお名前(会員名、ﾌﾙﾈｰﾑで) 

申し込みﾒｰﾙのﾀｲﾄﾙ：はるひ野町内会 会費振込申し込み 

 

8 月 1 日(土)の役員会で集金の方法をご説明します 

 

着信拒否設定などがないか確認してください 

 



2020年7月4日

はるひ野町内会（環境部会）

1 7月１１日（土）
（雨天時の判断に迷う場合は、集合場所にいる地区責任者にお聞きください。）
※雨天で延期する場合は下記URLの「はるひ野町内会お知らせブログ」でお知らせします。

　　http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/
　また、メール配信システムでもお知らせしますので、この機会に下記URLからの

　メール配信システムへの登録をお勧めします。

　　http://town-haruhino.join-us.jp/project_kouhou.html

７月１２日（日）、７月１８日（土）

2 　午前 ８：００ ～ ９：３０ 頃　まで　

3 　　柳町いろどり公園（１丁目、２丁目１～１５番、５丁目１～７番）
　　海道ひだまり公園（２丁目１６番以降、３丁目１～４番）
　　クラスヒル小公園（３丁目５～９番、２８番以降）
　　丸山こもれび公園（３丁目１０番～２５番、４丁目 ）

    　　　　　　　　　　　　はるひ野５丁目公園（5丁目１１番以降）　　

4 区域内の公園一帯と歩道・緑道の植樹帯を主に、 清掃と雑草抜き等を行う

5 軍手。 お持ちの方は、小シャベル／草引き／ほうき、ちりとりなど。 
　※ ごみ袋、竹ぼうき、根切り鎌、ごみばさみ等 は町内会で用意します

6 作業に際して　　
・

　（ケガを負った場合は、町内会自治会保険、川崎市ボランティア保険対象となります）
・
・

7 今年度も飲み物を準備しております。

8 ２０２０年度２回目以降実施予定日　

【各ブロック代表、班長の方へのお願い】

各地区内では作業進捗状況に応じ効率よく相互応援をお願いします。

はるひ野 町内清掃実施日 のお知らせ
　今年度1回目の町内清掃を実施します。

   まだまだ人数が不足しています。
　皆様には極力参加いただき、全員で  "美しいまちはるひ野” を守りましょう。

   万障お繰り合わせの上、各世帯１名以上のご参加　を是非お願いいたします。

実  施  日　　　　　

雨天予備日

　清掃時ソーシャルディスタンスを確保し、マスク着用でお願いします。

ごみ袋は軽トラック２台で回収し、指定場所（３公園）に集積します。

②９月５日（土）、　③１２月１4日（土）

ブロック代表・班長の方には、清掃用具の搬出・配置、参加者の適正誘導、
清掃用具の回収・格納、ごみ袋の回収などの手伝いをお願いしたいので、
7時4５分までに各集合場所にお集まりください。

みんなでつくる 美しいまち　はるひ野
環境　1/1

実施時間 　　

集合場所　　　　

清掃場所    

持 参 品   

幹線道路歩道植樹帯の清掃時は、通行車両に十分気をつけてください。

１
２

４
５

 

はるひ野町内会 

３
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２０２０年７月４日 

はるひ野町内会 自主防災組織

自主防災 1/3 

はるひ野自主防災組織の副本部長選出について 

４月の総会決議事項でご承認いただいたとおり、副本部長の欠員２名を自主防災組織内で選出、 

役員会にて承認されましたので、ご報告させていただきます。 

（注） 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本年度のみの特別対応として、 

期初における副本部長２名の欠員分を選出せず、活動再開後に選出し役員会で承認をいただく 

特別対応を行う旨、総会にて承認済です。 

はるひ野自主防災 組織図（７月現在）

回覧 

本部長（1 名） 

副本部長（3 名） 

推進委員

地区長 

1,2,3,4,5 地区、ｵｰｾﾝﾄ地区、

レクセル地区、ﾗｲｵﾝｽﾞ地区

班長 有志 特命委員

自主防災組織員（町内会員）

※ 今回、欠員 2名を補充（2020 年 7 月度役員会にて承認）
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⾃主防災かわら版    ２０２０‐１号 
 

新型コロナウイルス感染症 
正しく理解して賢く怖がりましょう 

まずは防災情報源を確認！！ 
 
 
１ 川崎市 防災情報ポータルサイト 
  川崎市よりコロナに関する情報、防災・災害情報を掲載しているページで、川
崎市内の各種災害の状況や避難所の開設情報等も確認できます。URL は次のとおり
です。 
・PC 向け URL http://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/ 
・携帯電話向け： 次ページのＱＲコード参照 
 
2 電⼦メール： メールニュースかわさき「防災・気象情報」 
  川崎市からのさまざまなお知らせを希望に応じて電⼦メールでお届けするサー
ビスです。そのメニューの⼀つとして、防災・気象情報があり、市に関するコロナ
などの感染症情報、地震情報、気象警報・注意報などを配信しています。 
登録⽅法 
・PC での登録：mailnews@k-mail.city.kawasaki.jp に空メール送信 
・携帯電話での登録： 次ページのＱＲコード参照 
 
３ 川崎市危機管理室ツイッター（Twitter） 
  川崎市危機管理室より、コロナ感染状況および各種災害についてツイッター
（Twitter）による情報発信を⾏っています。アカウント名と URL は次のとおりで
す。 
・アカウント名 kawasaki_bousai  
・URL http://twitter.com/kawasaki_bousai  次ページのＱＲコード参照 
 
４ 川崎市 防災テレホンサービス 
  防災⾏政無線屋外受信機で放送した内容を電話で聞くことができます。 
・神奈川県内の⼀般の加⼊電話、公衆電話：0120-910-174（無料） 
・携帯電話など上記につながらない場合：044-245-8870（通話料⾦がかかります）  
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5 テレビ神奈川 
  テレビ神奈川（3ch）のデータ放送を利⽤し、防災気象情報や市からのお知らせ
などをお伝えしています。ワンセグ放送でも御覧になれます。 
 
6 かわさき FM(かわさき市⺠放送) 周波数：79．1MHz 
  コミュニティ放送局で、普段は地域に密着した⽣活関連情報などを放送してい
ますが、災害時には災害関連情報を放送します。 
 
7 緊急速報メール 
  緊急速報メールは、NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル及び au の対応機種の
携帯電話に緊急情報を⼀⻫にお届けするもので、災害等による通信規制などの影響
を受けることはありません。また、事前に電話番号やメールアドレスの登録は不要
で、受信料もかかりません。 
 
 
〇川崎市防災情報ポータルサイトへのアクセス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
〇メールニュースかわさき       〇ツイッター 

「防災・気象情報」          川崎市危機管理室 



はるひ野町内会 メール配信システムのご紹介 

町内会の各種行事情報や防犯・防災情報などをメールでお届けします。 

未登録の方は、ぜひご登録お願いいたします。 

※ ブロック代表者・班長の方、経験者は登録済です。 

【配信する情報】  

配信グループ 配信内容 

行事情報 町内清掃、防災訓練、各種講習会等の案内

防犯・防災情報 防犯・防災関連の注意喚起情報 

管理者からのお知らせ 本システムの運用に関する連絡 

ブロック代表者への連絡 ※ 担当者以外は選択しないでください 

班長への連絡 ※ 担当者以外は選択しないでください 

詳細は下記URLをご覧ください 

http://www.town-haruhino.join-us.jp/pdf/mail_system.pdf 

発  行 ：はるひ野町内会  

発行日： 2020 年 7 月 4 日  

ホームページ： http://www.town-haruhino.join-us.jp

町内会事務所：〒215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-4-6 

トゥトゥジャルダンはるひ野一番街 1階 

【登録方法】 

1. 上記QRコードを読み取り、空メールを送信 

 （または「t-haruhino@sg-m.jp」に空メール送信）

2. 登録サイトにアクセス 

3. 「メール配信に同意する」を選択 

4. 配信を希望する配信グループをチェックし「次の画面

に進む」を選択 

5. 利用者情報の項目は何も入力せず、「次の画面に進む」

を選択 

6. 「入力内容を登録する」を選択 


