
回  覧  

２０２０年度 はるひ野町内会 

８月度  役員会  議題  
２０２０年８月１日 

 

 

(1) 会長からの連絡事項    （会 長 杉 本） 

(2) ２０２０年度町内会費集金および赤十字寄付金募集  （副会長 片 岡） 

(3) 各部会報告 

◆自主防災 ：自主防災かわら版 2020・2号  （自主防 小 松） 

◆環境部会 ：はるひ野町内清掃実施日のお知らせ 9/5(土) 8:00～ （環 境 斎 藤） 

(4) ２０２０年度の役員会および各部会の開催予定   （副会長 西 出） 

(5) 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（８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９月まで）  

① 町内清掃 

 ９月５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 ９月度役員会 

  ９月５日（土） １８：００～   場所は未定です。（後日ご連絡いたします。） 

 



                                                      ２０２０年８月１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、会議形態を工夫（リモート会議を推奨） 

   ①８月１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   【７月４日（土）と同じ】 

   ②９月５日（土） 役員会 

リモート会議予定（ただし地域交流センターの利用再開により変更あり？）。詳細はブロック代表者に後日連絡 

２）町内会活動・部会活動は活動範囲を拡大中。ただし新型コロナ感染者増加により再度「活動制限」を行う可能性あり 

 

 

 

 

現在も麻生区内では振り込み詐欺被害が増えており、神奈川県内で「ワースト２」とのことです。 

警察官や銀行協会職員、銀行員を騙っての電話があり、「振り込み詐欺を分かっている方」や「自分は騙されないと思って

いる方」もまことしやかな説明に引き込まれ、いつのまにか被害者になっているそうです。 

相手と話さないことが大事で、「留守番電話機能付き電話機」または「迷惑電話撃退機能付き電話機」が有効だそうです。 

 

 

 

 

１） ９月２６日（土）   宵宮、練り歩き、神酒所設営などすべて中止 

２） ９月２７日（日）   神輿払い、大祭式事は行うが、練り歩きや神社内の出店などは中止 

 

 

 

 

１） 麻生区女子バレーボール大会 

２） あさお区民まつり 

３） あさお区民運動会 

４） 麻生区総合防災訓練（会場 岡上小学校） 

５） あさお福祉まつり 

 

 

８月３０日（日） ⇒ 中止 

１０月１１日（日） ⇒ 中止 

１０月２５日（日） ⇒ 中止 

１０月３１日（土） ⇒ 中止 （来年２月のはるひ野会場は開催予定） 

１１月８日（日） ⇒ 中止 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 

麻生区町会連合会 新任町会長・自治会長研修会 

麻生区町会連合会 理事会 

はるひ野小中学校 意見交換（夏フェス中止説明、避難所運営など） 

黒川・はるひ野夏フェス２０２０の中止連絡（企業・その他向け） 

麻生警察署 地域課 意見交換（地域パトロール他） 

麻生区役所道路公園センター 池谷戸緑地現地確認 

はるひ野小中学校 学校運営協議会 

小田急電鉄 町内会向けＳＮＳ「いちのいち」説明会 

 

 

２日（木） 

９日（木） 

１０日（金） 

６月～１０日（金） 

１７日（金） 

２０日（月） 

２２日（水） 

２３日（木） 

 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（７月） 

麻生区関連のイベント中止について 

当面の町内会活動方針・対応方針（～９月末） 

今年の汁守神社例大祭について 

振り込め詐欺にご注意ください 

新型コロナ感染 

拡大防止のため 

新型コロナ感染 

拡大防止のため 



２０２０年８月１日 

はるひ野町内会 

 

町内会費集金および赤十字寄付金募集のお願い 

２０２０年度の町内会費集金・赤十字寄付金募集を実施いたします。 

町内会口座に直接振込みいただいた方以外が本集金の対象になりますので、ご協力お願い 

します。 

 

⒈ 町内会費の集金について 

 

今年度は例年と異なり、１年分一括の集金となります。 

また、集金実施の際の新型コロナウィルス感染症対策につきましては、各自十分注意して 

頂きますようご協力お願いします。 

 

⒉ 赤十字寄付金の募集について 

 

今年度も、町内会費集金の時期に合わせて日本赤十字社への寄付金の募集を行います。 

  日本赤十字社の活動(下記、ご参照)にご賛同いただける方は、ご協力をお願いします。 

もちろん、強制ではありません。 

募集は「委嘱状」を携行した班長が各世帯を回りますので、その際に「協力会員証シール」を 

希望される方は、その旨班長にお伝えください。 

※募金を町内会口座に振込みいただいた方で「協力会員証シール」を希望される方も、その旨 

班長にお伝えください。 

 

【ご参考】 

(1)日本赤十字社について 

日本赤十字社は「人道と博愛」を基本理念として、国内外で活動しており、その活動資金は、各地域から 

寄せられる「社資」（いわゆる、赤十字への募金）によって成り立っています。 

（事業内容などは、日本赤十字社作成の資料等をご参照ください。インターネットのホームページでもご 

覧いただけます。 http://www.kanagawa.jrc.or.jp/donation/capital/index.php） 

 

(2)町内会への依頼 

日本赤十字社川崎市地区本部長である川崎市長から、町内会の役員あてに協力のお願いが来ており、 

委嘱は日赤麻生区地区長＝麻生区長から各班長が受ける形での協力依頼が来ています。 

 

⒊ 問い合わせ先 

 

本回覧内容についてのご質問、お問い合わせは以下の町内会事務局、 

またはブロック代表者までご確認ください。 

 

はるひ野町内会 事務局  secretary@town-haruhino.join-us.jp 

    ※問い合わせの際は、班名とお名前をお書き添えください 

 

以上 
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自主防災 1/3 
 

 

自主防災かわら版    ２０２０‐2 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 

感染が拡大状況です。感染対策の再確認を！ 
 

 

 
 
 

回覧 
２０２０年８月 1 日

はるひ野町内会 自主防災組織



自主防災 2/3 
 

 

 



 
 自主防災 3/3  

 

自主防災かわら版  ２０２０‐２号 その２ 
 

非常用携帯トイレ配布 

大規模災害に備え日常備品を実践しましょう 

回覧 
２０２０年８月１日

はるひ野町内会 自主防災組織



2020年8月1日

はるひ野町内会（環境部会）

1 ９月５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。）

　　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

９月６日（日）

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 飲み物を準備しております。

8 ２０２０年度今後の町内一斉清掃実施予定日　

【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2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、熱中症にもご注意いただき、マスク着
用でお願いします。

※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。

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。

１２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

回 覧



[　回　覧　] ２０２０年度　役員会および各部会の開催予定  2020年 8月1日
はるひ野町内会

８月 ９月 １０月

役員会 （事務局主催）
・回覧を配布
・会長、副会長、部会長、
ブロック代表者が参加
　（班長が参加もあり）

役）８/１(土) １８：００～
オンライン
・町内会会費の集金依頼
・募金活動協力依頼

役）９/５(土) １８：００～
地域交流センター
・町内会会費/募金回収

役）１０/３(土) １８：００～
地域交流センター

運営会議（事務局主催）

・会長、副会長、部会長
　が参加

会費準備：８/１(日) ９：００～
三）８/２９(土) １６：００～
運）８/２９(土) １８：００～

回覧印刷：９/３(木) 午前
会費集計：９/６(日) 午前
三）９/２６(土) １６：００～
運）９/２６(土) １８：００～

回覧印刷：１０/１(木) 午前
三）１０/３１(土) １６：００～
運）１０/３１(土) １８：００～

環境部会　美化
・資源回収
　第1,3,5木曜 ８：００～
・町内清掃
　９/５(土) ８：００～

８/３０(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

１０/４(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

環境部会　緑化 ８/２３(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

９/２７(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

１０/２５(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

交通部会 ８/１６(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

９/２０(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

１０/１８(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

防犯部会
・夜回り
　８/２２(土) １９：００～
　９/１９(土) １９：００～
　 <部会のみで実施>

８/２２(土) ２０：００～２１：００
　事務所orオンライン

９/１９(土) ２０：００～２１：００
　事務所orオンライン

１０/２４(土) １１：００～１２：００
　事務所orオンライン

広報部会 ８/１６(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

９/１３(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

１０/１８(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

イベント部会
・8月夏フェス2020 <中止>
・9月御神酒所 <中止>
・10月ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ検討中
 (ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会は中止)

８/９(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

９/１３(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

１０/１８(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ８/１５(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

９/１９(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

１０/１７(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ８/２２(土) ９：００～１１：００
　事務所orオンライン

９/１２(土) ９：００～１１：００
　事務所orオンライン

１０/１７(土) ９：００～１１：００
　事務所orオンライン


