
回  覧  
２０２０年度  はるひ野町内会  

１２月度  役員会  議題  

２０２０年１２月５日 

 

 

(1) 会長からの連絡事項    （会 長 杉 本） 

(2) 年末助け合い募金について（再回覧）  （会 計 吉 田） 

(3) 各部会報告 

◆防犯部会 ：冬季の夜回りについて 12/12(土)、1/23(土)  （防 犯 水 野） 

◆環境部会 ：年末年始のごみ収集（※資料は麻生区回覧資料）  （環 境 斎 藤） 

 ：植栽帯補植要望について（※）  （環 境 杉 本） 

◆交通部会 ：はるひ野 1 号線街路灯の増設について（※）  （交 通 森 野） 

◆自主防災 ：安否確認旗掲出訓練結果報告   （自主防 小 松） 

 ：自主防災かわら版 2020・6 号  （自主防 小 松） 

◆イベント ：はるひ野 謎解きウォークラリー 1/17(日)  （イベント 桑 原） 

(4) 町内会への問い合わせ対応（ピアノ等の騒音発生に注意）  （副会長 山 岡） 

(5) 回覧リニューアルについての検討（※）    （副会長 小 谷） 

(6) ２０２０年度の役員会および各部会の開催予定   （副会長 西 出） 

(7) 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（１2 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回目の木曜日が回収日です。 

(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）（２０２１年２月まで）  

①次回 2 月度役員会 

 2 月６日（土） １８：００～  はるひ野黒川地域交流センターにて 

②町内清掃 

 １2 月１２日（土） 9：００～  詳細は回覧・ホームページを参照ください 

③夜回り 

 １2 月１２日（土）、１月２３日（土）１８：００～ 詳細は回覧・ホームページを参照ください 

④はるひ野 謎解きウォークラリー 

 １月１７日（日） １０：００～  詳細は回覧・ホームページを参照ください 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、２Ｇ、３Ｇ、３Ｈ、４E、5Ｇ の 

各ブロック代表者の方々です。１６：５０集合です。ご協力お願いします。 

 

 



                                                      ２０２０年１２月５日 

はるひ野町内会 

会長からの連絡事項など 

 

 

 

１）町内会活動は新型コロナ感染防止対策を行いながら活動中。ただし感染状況により再度「活動制限」を行う可能性あり 

２）全国的に感染者数が増加してきたので、感染リスクを減らすために、役員会や部会の会議はオンライン参加を推奨し、 

  対面参加者（会議をコントロールする場所に集まっていただく参加者）を出来る限り減らす調整を実施 

 

 

 

 

昨年度記載の「まちかど広場」（丸山こもれび公園の横）での「夜間のスケートボード遊びによる騒音問題」の続きです。 

 １）まちかど広場に置いてあったスケートボード遊び用の「木のボード」（約2m×60cmの大きさ、階段に置いてその上を 

滑っていたと思われる）を拾得物として、はるひ野小中学校からの連絡で警察に撤去いただきました。 

 ２）カワチ薬品に「カワチ・クリシマ駐車場に、深夜に自動車を入れない」ように対策するよう依頼しました。 

これは、スケートボード遊びをしている数人は、はるひ野の住民ではなく夜間に自動車で来てカワチ駐車場に駐車し

まちかど広場で遊んでいることを、はるひ野にお住いの方が発見されたためで、すぐに依頼に行きました。 

カワチ・クリシマへの商品搬入トラックの出入りが早朝にあり、夜間の完全閉鎖は現実的には難しいかもしれませんが、 

迷惑行為を減らすために麻生警察署・はるひ野小中学校と引き続き連携していきます。 

 

 

 

 

1月は役員会は開催しませんが、回覧・配布物・全戸配布物を予定しています。 

決まり次第、ブロック代表者・班長にご連絡します。 

 

 

 

 

１） 麻生区賀詞交換会 

２） 麻生地区消防出初式 

３） 麻生区小学校バドミントン大会 

４） 麻生区小学校バレーボール大会 

 

 

１月８日（金） ⇒ 中止 

１月１０日（日） ⇒ 中止 

２月１４日（日） ⇒ 中止 

２月２１日（日） ⇒ 中止 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

 

市議会議員と町内会運営方法・防災対策など意見交換 

麻生警察署／生活安全課 パトロール強化要請、その他意見交換 

タウンニュース社 「読響コンサート」取材対応 

麻生区町会連合会 理事会 

はるひ野小中学校 アートフェスティバル     （中学２年生発表を見学） 

読響サロン・コンサート inはるひ野 

麻生防犯協会 理事会 

柿生地区社会福祉協議会 役員会 

川崎市全町内会連合会 川崎市全町内会大会 

麻生区道路公園センターに「道路脇植栽帯補植依頼書」提出 （緑化Ｇからの依頼） 

 

 

１日（日） 

２日（月） 

７日（土） 

１３日（金） 

１７日（火） 

２１日（土） 

２４日（火） 

２４日（火） 

２４日（火） 

２５日（水） 

  

回  覧 

会長としての主要活動報告（１１月） 

当面の町内会活動方針・対応方針（～２月末） 

１月に回覧・配布物・全戸配布物を予定しています 

まちかど広場での騒音対策について 

麻生区関連のイベント中止について 新型コロナ感染 

拡大防止のため 



 再 回 覧  
2020年12月5日 

はるひ野町内会 

 

 
２０２０年度 年末たすけあい募金について 

 
この回覧は11月の回覧ですでにご案内済ですが、今月も実施期間中ですので再回覧いたします。 

 

  年末たすけあい募金を感染リスクに配慮した下記要領で実施します。 

中止となった赤い羽根共同募金に替えて実施するものです。 

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。 

すでにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

 

      年末(歳末)たすけあい募金は赤い羽根共同募金と同様に、社会福祉法に基づき 

厚生労働大臣の告示により共同募金会によって実施される募金運動です。 

  

 

 

【募金の方法】  

 

1. 町内会の銀行口座に世帯主名（会員名）でお振り込みください。 

      
    振込先銀行口座 

     

 

 

 

 

 

2. 振込期間  ２０２０年１１月７日(土)～１２月３０日(水)まで。 

 
 

3. 領収書の発行 

 

   領収書が必要な方のみ、お振込みの際、世帯主名の前に 

「丁目・番地・号・部屋番号（ハイフンなし）」 

を入力してください。後日、ご自宅のポストに投函します。 

 

★記入例：7丁目14番21号ハイツはるひ野101号室にお住いの日野春一さんの場合 

   → 71421101ヒノ ハルイチ  と記載してください。 

 
 

【募金の納付】 

 

    お寄せいただいた募金は共同募金会川崎市麻生区支会に2021年1月中旬までに送金します。 

募金結果は町内会掲示板に掲示します。   

 
 
・お問い合わせ専用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： haruhino.kaihi@gmail.com  

・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程に基づき適正に管理します。 

・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 

②横浜銀行 新百合ヶ丘支店（店番830）  

 口座番号：普通預金 ６１６８６１６ 

口座名 ：はるひ野町内会 会長 杉本
すぎもと

 秀
ひで

治
はる

 

 

①セレサ川崎農業協同組合 栗平支店（店番036）  

口座番号：普通預金 ００７４０１８ 

口座名 ：はるひ野町内会 会長 杉本
すぎもと

 秀
ひで

治
はる

 

 

 



 

 

 回  覧  

2020 年 12 月 5 日 

 はるひ野町内会防犯部会 

 

 

冬季の夜回りについて 

 
  例年、町⺠の⽅々にもご参加いただき冬の夜回りを実施しておりましたが、夏季の夜回り（８⽉、９⽉に実
施）と同様に、新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の観点から、以下の要領で防犯部会員のみで実施致します。 

 

１． ⽇  時  

        ① １２⽉ 12 ⽇（⼟）       ② １⽉ 2３⽇（⼟）  
          １8 時 巡回スタート (巡回時間は４０〜５０分程度)  
 

２． 集合場所  

        はるひ野駅南⼝（ロータリー・タクシー乗り場付近） 
        （注）防犯部会員のみで実施致します  
 

３． その他  

        ⾬天の場合は中⽌とします。 

⾬天で中⽌の場合は、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/   

 

４． 連絡先 

        お問い合わせは、下記防犯部会メンバーの E メール宛てにご連絡下さい。             

         bouhan@town-haruhino.join-us.jp     

       
以上 

 
防犯 1/1 



自主防災  3/3 

 

  自主防災かわら版  ２０２０・６号 その２ 

 

安否確認旗掲出訓練の報告 

2020 年 11 月 14 日訓練結果（丁目ごと）  訓練実績表（掲出戸数の割合率推移） 

  
総戸数 旗掲出戸数 

掲出戸数の 

割合率(％)  

 

 

 

 

 

 

 

 旗掲出戸数 総対象戸数 
掲出戸数の 

割合率(％) 

1 丁目 149 62 41.61% 2013/9/1 605 1130 53.50% 

2 丁目 381 201 52.76% 2014/9/20 657 1304 50.40% 

3 丁目 389 237 60.93% 2015/10/10 829 1351 61.40% 

4 丁目 226 82 36.28% 2016/6/18 991 1392 71.20% 

5 丁目 287 184 64.11% 2017/8/26 717 1301 55.10% 

合計 1432 766 53.49% 2018/5/27 906 1453 62.40% 

＊（旗掲出戸数、総戸数は報告数の集計） 2020/11/14 766 1432 53.49% 

回覧 
2020 年 12 月 5 日

はるひ野町内会 自主防災組織

palpal
新規スタンプ

palpal
新規スタンプ



自主防災  1/3 

 

自主防災かわら版    ２０２０・６号 

 

自宅避難を想定した準備・対策情報② 

回覧 
2020 年 12 月 5 日

はるひ野町内会 自主防災組織

palpal
新規スタンプ

palpal
新規スタンプ



自主防災  2/3 

palpal
新規スタンプ



回 覧 2020/12/5
はるひ野町内会 イベント部会

イベ１/２

‼謎

1⽉17⽇（⽇） 10:00 〜 12:00 (受付 11時まで）
お住まいエリアの公園で受付したらスタート︕

＜もちもの＞

・お名前、住所、連絡先電話番号を記⼊したB5サイズ以上の⽤紙
・ごほうびを⼊れる袋
・マスク着⽤︕

・歩いてきてね︕
・⼩学⽣以下は保護者（または⼤⼈）と⼀緒にきてね︕

こうえん うけつけ

なまえ じゅうしょ れんらくさき

ある

ほごしゃ おとな いっしょ

はるひ野ことり公園

柳町いろどり公園

宮添みのり公園
海道ひだまり公園

謎 ⁇

丸山こもれび公園



今年も残すところ1ヵ⽉となりました。皆さまにおかれましてはますますご隆盛のこと
とお喜び申し上げます。 平素は町内会の⾏事ならびに各活動にご協⼒を賜り、
⼼より御礼申し上げます。

1⽉に予定している、はるひ野町内全体を利⽤したウォークラリーの詳細をお知ら
せします。 コロナ禍においても、はるひ野の町に少しでも⼦供たちの笑顔を取り戻
せたらと思っております。感染対策も考えた上で、⼩さなお⼦さまから⼤⼈まで楽
しめる謎解きを企画しています。
参加賞などご褒美も⽤意してありますので、皆様の奮ってのご参加お待ちしており
ます。

⽇時 ︓令和3年1⽉17⽇（⽇） ⾬天中⽌
（当⽇7時までに町内会メール、HP掲載）

実施時間︓10:00 〜 12:00 ※受付は11:00まで

場所 ︓はるひ野１丁⽬〜5丁⽬のMAPに記載のお住まいエリアの公園にて
受付してスタート

持物 ︓⽒名(フルネーム)、住所(〜丁⽬まで)、連絡先電話番号を事前に記⼊し
た⽤紙を受付に提出。
（B5サイズ以上、紛失防⽌のため⼩さい紙はご遠慮ください。）
ごほうびをいれる袋も忘れずに持ってきてください。

新型コロナウイルス感染症拡⼤の予防と安全対策について

・ソーシャルディスタンスを⼼掛け、参加の際はマスク着⽤をお願いします。
・できる限り、安全な道を通る⼯夫をします。徒歩での参加をお願いします。
・⼩学⽣以下は、保護者(⼜は⼤⼈) の同伴にて参加願います。

※コロナ感染症拡⼤等により催しが中⽌となる場合があります。
年内の政府対応状況、東京都、神奈川県のモニタリング状況を鑑み、
1/8（⾦）までに掲⽰板ポスターへの掲⽰、町内会メール等にてお知らせします。

2020/12/5
はるひ野町内会 イベント部会

イベ２/２



2020 年 12 月 5 日 

はるひ野町内会 

ピアノ等の騒音発生に注意しましょう！！

「ピアノの練習をしている家があり、音がうるさいので、どうにかしてくれないか

………」との相談が町内会に入っています。ピアノを弾く場合は、音量を調整する

かヘッドホンを使用するなどして極力音の発生を抑え、ご近所に迷惑がかからない

よう心掛けてください。また音量調整ができないアコースティックピアノなどをご

使用の場合は、必要に応じて、防音対策や、状況に合わせた吸音・遮音材等による

対策等をご検討ください。 

ピアノ以外でも、騒音を発生しているご自身は気が付いていないこともあります。

今一度、ご自身の家が騒音でご近所に迷惑をかけていないか確認してみてください。

騒音は周囲の環境により音が反射し、隣家だけでなく思わぬところに迷惑をかけて

いる場合もあります。 

まちなみ協定では隣接地に対して、プライバシーや騒音に対する配慮を求め

ています。 

≪まちなみ協定規定：協定書１３頁≫ 

● 隣接地に対する配慮 

 建築物の部屋の配置や開口部の位置及び形状は隣地に対するプライバシ

ー、騒音等の影響に配慮し、窓等の開口部への目隠しの設置や生垣等によ

る視野の和らげ、ピアノ室など騒音を発生する部屋の防音処理などを行う

こと。 

以上 

回覧 

ご参考



[　回　覧　] ２０２０年度　役員会および各部会の開催予定  2020年12月 5日
はるひ野町内会

１２月 １月 ２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）１２/５(土) １８：００～
地域交流センター

― 役）２/６(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

回覧印刷：１２/３(木) 午前
三）１２/１９(土) １６：００～
運）１２/１９(土) １８：００～

三）１/９(土) １６：００～
運）１/９(土) １８：００～
三）１/３０(土) １６：００～
運）１/３０(土) １８：００～

回覧印刷：２/４(木) 午前
三）２/２７(土) １６：００～
運）２/２７(土) １８：００～

環境部会　美化
・町内清掃
　１２/１２(土) ９：００～
・資源回収
　第1,3,5木曜 ８：００～

１２/６(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

１/２４(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

２/２１(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

環境部会　緑化 １２/１９(土) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

１/３１(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

２/２８(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

交通部会 １２/２０(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

１/１７(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

２/２１(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

防犯部会
・夜回り
　１２/１２(土)、１/２３(土)
　 １８：００～

１２/１２(土) １９：００～２１：００
　事務所orオンライン

１/２３(土) １９：００～２１：００
　事務所orオンライン

２/２０(土) １１：００～１２：００
　事務所orオンライン

広報部会 １２/２０(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

１/１７(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

２/２１(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

イベント部会
・１/１７(日) １０：００～
　謎解きｳｵｰｸﾗﾘｰ

１２/２０(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

１/１０(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

２/１４(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 １２/１９(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

１/１６(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

２/２０(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 １２/１２(土) ９：００～１１：００
　事務所orオンライン

１/１６(土) ９：００～１１：００
　事務所orオンライン

２/６(土) ９：００～１５：００
　事務所
２/１３(土) ９：００～１５：００
　事務所



 

 

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ています。 

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 

 

 

はるひ野町内会 LINE 公式アカウントのご紹介 

従来のメール配信システムに加え、LINE 公式アカウントも登録できるようになりました。 

まだ登録されていない方は、この機会にぜひご登録ください。 

 
 ・家族それぞれが LINE 公式アカウントに登録 

 ・LINE 公式アカウントとメール配信システム両方に登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 ： は る ひ 野 町 内 会 

発行日：２０２０年１２月５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 

OK! 

OK! 


