
回 覧 
２０２０年度 はるひ野町内会 

２月度 役員会 議題 
２０２１年２月６日

(1) 会長からの連絡事項    （会 長 杉 本）
(2) 各部会報告 
◆交通部会 ：はるひ野 1号線街路灯増設のお知らせ  （交 通 森 野） 

：道路での危険な遊びに対する注意事項  （交 通 森 野） 
◆自主防災 ：自主防災かわら版 2020・7号  （自主防 小 松） 

(3) 選考委員の選任について      （副会長 片 岡）
(4) 「特定積立金」への「特定事業整備積立金」新規創設について（※） （会 計 吉 田）
(5) 麻生区社会福祉協議会 賛助会員募集について  （会 計 吉 田）
(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（2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４月まで）  
①次回３月度役員会
3月 6日（土）１７：３０～   詳細については後日お知らせいたします 
②2021 年第 1回役員会 
4 月１０日（土） 時間未定   詳細については後日お知らせいたします 
③2021 年度 はるひ野町内会総会 
4 月２４日（土） 時間未定   詳細については後日お知らせいたします 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、２Ｉ、３Ｉ、３Ｊ、４Ｇ、5Ｈ、５Ｉ の 
各ブロック代表者の方々です。１６：４０集合、１７：１０解散です（オンラインの方）。 
ご協力お願いします。

    『令和 2年度第 2回 麻生区総合防災訓練』は中止
2月13日(土) にはるひ野小中学校で開催予定だった防災訓練は、緊急事態宣言の期限延長により 
中止となりました。 



                                                      ２０２１年２月６日 

はるひ野町内会 

 

 

 

１）当町内会の活動・・・止めない 

①当町内会の目的である「安全・安心のため」や「来年度に向けて」の活動は止めない 

②中止・延期できる活動は、中止・延期する 

２）当町内会が開催している会議・・・上記に即して中止・延期できる会議は、中止・延期する 

①会議を開催する場合は、原則「オンライン参加」とし、会議の終了は２０時までとする 

②「オンライン参加」できない参加者は「対面参加」も可とするが、新型コロナ感染防止対策を十分行って参加する 

 

 

 

 

当町内会の自主防災組織の結成以来の精力的な活動が評価され、川崎市自主防災組織連絡協議会・川崎市から表彰され

ました。川崎市長から表彰状・記念楯をいただきました。 

 

 

 

 

１）賛助会員とは 

社会福祉協議会の活動を資金面から支えていただく方々です。賛助会費は１口１千円（複数口も可）です。 

２）柿生地区社会福祉協議会の今年度活動 

   コロナ禍の中、計画していた活動の大半ができませんでしたが、消毒用アルコールを入手しにくい時期（６月）に、 

柿生地区（はるひ野、黒川から王禅寺、白山、早野、岡上までの、麻生区の約３／４が対象）の小中学校・高校・特別 

養護老人ホームなどに５リットルアルコール１本ずつを寄付しました。 

（商品名は「手肌用洗浄ローション」。はるひ野小中学校には合計２本を寄付） 

これも昨年度の賛助会費があったから実現できたものです。 

３）賛助会費の募金方法 

   回覧「麻生区社会福祉協議会 賛助会員募集について」に従って賛助会費をお振込みください。 

 

 

 

 

大東建託社の「住みここち（駅）ランキング」神奈川県版 

（2020年11月）で、はるひ野がベスト５に入っています。 

評価の「静かさ治安」が最高得点で、「イメージ」「行政 

サービス」「物価」「親しみやすさ」も高得点です。 （詳細

は、大東建託株式会社のホームページをご覧ください） 

 

 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 

 

麻生区町会連合会 理事会 

麻生区総合防災訓練（はるひ野会場）コア会議  【自主防災組織と一緒に参加】 

柿生地区社会福祉協議会 役員会 

黒川どんと焼き 準備時に清酒奉納  （上地区、中・下地区にそれぞれ奉納） 

麻生区役所地域振興課と「回覧廃止」について意見交換 

令和２年度 川崎市自主防災活動功労者表彰式 

 

 

１２月１１日（金） 

１２月１６日（水） 

１２月２２日（火） 

１月６日（水） 

１月１４日（木） 

１月２１日（木） 

 

  （※） 外部団体・組織からの依頼で、作成された日が古い回覧物も回覧しています 

2020年順位 2019年順位 駅名 偏差値 評点

1位 － 元町・中華街(みなとみらい線) 76.7 1.18

2位 7位 センター北(ブルーライン) 75.7 1.16

3位 1位 北山田(グリーンライン) 73.1 1.11

4位 6位 たまプラーザ(東急田園都市線) 70.6 1.06

5位 － はるひ野(小田急多摩線) 70.6 1.06

6位 2位 江田(東急田園都市線) 69.5 1.04

回  覧 

会長としての主要活動報告（１２～１月） 

当面の町内会活動方針・対応方針 （緊急事態宣言再発令を受けて） 【～３月末】 

神奈川県の「街の住みここち（駅）」ランキングで、はるひ野がベスト５に！ 

新型コロナ感染者の 

増減状況を見ながら、

延長・短縮等を判断 

会長からの連絡事項など 

社会福祉協議会／賛助会員募集について 回覧あり 

当町内会が、「令和２年度川崎市自主防災活動功労者」の表彰を受けました 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 



２０２１年２月６日 

はるひ野町内会 

選考委員の選任について 

 

町内会会則 第６条第１項に従って、来年度の町内会会長および副会長を選出するための

「選考委員」を選任いたします。 

 

１．選任期間 

    開始 ： ２０２１年２月６日 （役員会にて決定） 

    終了 ： ２０２１年４月開催予定の定期総会 

（会長・副会長の選出承認をいただき次第、任期終了） 

 

２．選考委員メンバー 

【とりまとめ】 松 井 達 也   （現相談役） 

   梅 澤  馨    （現相談役） 

   大 岩 一 雄   （現副会長） 

 

３．町内会会則抜粋 （ご参考） 

 

第６条 （役員の選出）  

会長及び副会長は、選考委員が選出し、総会で承認を得ることとする。 

  ２～５ （省略） 

  ７  第１項の選考委員は、役員会で決定する。 

 

 

以 上 

 

回  覧 



２０２１年２月６日 

はるひ野町内会 

交通部会 

交通 １/２ 

回覧 

はるひ野一号線 街路灯増設のお知らせ 

はるひ野町内会（交通部会）より、かねてより要請してまいりました街路灯（＝道路照明灯）の増設

についてご報告いたします。９月の回覧でお知らせした、今年度中の５灯（※１）新設は、既に完了い

たしました。また、残りの３灯（※２）も２０２１年度中に設置を終える予定です。追加申請の１灯

（※３）は、現時点では設置年度未定ですが、詳細が決まりましたら改めてご報告いたします。 

 
 
 

（※１）  ５灯新設完了 

カワチ裏の止まれ交差点 
～よこみねトンネルの区間 

（※２）  ３灯来年度設置予定 

   よこみねトンネル 
    ～コモンヒルズ前の区間 

（※３）  １灯追加申請中 

  ５丁目１６-１９～２０付近 
 

 
 

交通部会では、今後も安全・安心で住

みやすい街づくりに向け、交通環境の整

備などの各種施策に取り組んでまいりま

すので、引き続きご理解とご協力をお願

いいたします。 

以上 

 

※国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）の地理院タイルをもとに作成 

 カワチ   

 クリシマ  

 よこみねトンネル  

 

は
る
ひ
野
一
号
線 

 

 はるひ野小・中  

 はるひ野駅  



 

 回 覧  

２０２１年 2 月６日 

はるひ野町内会 

交通部会 

 

道路での危険な遊びや他人に迷惑を 
かける行為はやめましょう！！ 

（町内会に複数の相談が寄せられています。） 
 

 

 自転車でのスピード走行や友達との競走、曲がり角をフルスピー

ドで飛び出してくる行為は、他の人や車にぶつかったりして危険

です。 

 自転車やキックスケーターを路上に放置しておくと、事故のもと

になります。 

 道路の中央にコーンを立てるなど、広い場所を占有してサッカー

などの練習をしていると、みんなの迷惑になります。 

 お子様が危険な状況で遊んでいる場合や道路に物を放置してい

る場合は、ご家族が率先して注意しましょう。 

 車を運転される方は、道路で遊んでいる子供に気をつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANPUG 

以上 

交通 ２/２ 



自主防災  1/2 

 

自主防災かわら版    ２０２０・７号 

 

避難所に避難しなくてはならなくなった場合の 

注意や持ち物 

 

回覧 
2021 年 2 月 6 日

はるひ野町内会 自主防災組織



自主防災 2/2 

 



[　回　覧　] ２０２０年度の役員会および各部会の開催予定 ２０２１年 ２月６日
はるひ野町内会

２月 ３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）２/６(土) １７：３０～
地域交流センター

役）３/６(土) １７：３０～
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：２/４(木) 午前
三）２/２７(土) １６：００～
運）２/２７(土) １８：００～

回覧印刷：３/４(木) 午前
運）３/１３(土) １５：３０～

環境部会　美化
・資源回収
　第1,3,5木曜 ８：００～

２/２１(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

３/２８(日) ９：００～１０：３０
事務所orオンライン

環境部会　緑化 ２/２８(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

３/１４(日) ９：００～１１：００
事務所orオンライン

交通部会 ２/２１(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

３/７(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン
３/２１(日) １７：００～１８：００
事務所orオンライン

防犯部会 ２/２０(土) １１：００～１２：００
　事務所orオンライン
　[麻生警察署員よる「防犯講話」を予定]

３/２０(土) １１：００～１２：００
　事務所orオンライン

広報部会 ２/２１(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

３/２１(日) １３：００～１４：００
事務所orオンライン

イベント部会 ２/１４(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

３/２１(日) １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ２/２０(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

３/２０(土) １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ２/６(土) ９：００～１５：００
　事務所
２/１３(土) ９：００～１５：００
　事務所

３/１３(土) ９：００～１１：００
　事務所orオンライン

定例会議・定例運営



会計 1/1 

【社会福祉協議会とは？】 

社会福祉法に基づき地域福祉の推進を図る

ことを目的に設置された団体です。 

【活動の内容は？】 

小学校の福祉学習支援、中学生向け薬物乱

用防止講演の実施、地域の福祉団体・母親ｸﾗ

ﾌﾞの活動支援等々を行っています。 

【はるひ野町内会は？】 

麻生区社会福祉協議会の「柿生地区社会福

祉協議会」の活動に協力しています。 

2021 年 2 月 6日 

はるひ野町内会 

麻生区社会福祉協議会 賛助会員募集について 

川崎市麻生区社会福祉協議会に賛助会員としてご加入いた

だき、地域の福祉活動を資金面で支えていただく方を下記

の通り募集いたします。 

例年はるひ野町内会では対面で賛助会員加入手続きを行っ

ていましたが、今年度より町内会の銀行口座にお振込みいた

だく方法で募集を行います。 

今月の回覧表紙「会長からの連絡事項など」や同時回覧の麻

生区社会福祉協議会のチラシも併せてご覧ください。 

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

記 

1. 賛助会費（年会費） 1 口 ￥1,000 円 （複数口可） 

2. 募集期間      2021 年 2月 6 日（土）～3月 19 日（金） 

3. 振込先口座     下記のいずれかの口座にお振込みください。 

手数料は各自でご負担ください。 

4. 振込名義   世帯主のお名前でお振込みください。 

  お名前の前にご住所の丁目・番地・号を入力してください。 

  後日、受領書をお届けします。 

         （例：7 丁目 14番地 28号 日野治夫様の場合 → 71428 ﾋﾉ ﾊﾙｵ 

     入力できない場合は省略可。） 

5. その他    ① 町内会口座にお振込みいただいた方の個人情報は「はるひ野町内会 

個人情報取扱規程」に基づき適正に管理いたします。 

  ② お問い合わせ先： haruhino.kaihi@gmail.com 

以上 

セレサ川崎農業協同組合 栗平支店 

普通預金 口座番号 ００７４０１８ 

口座名義 はるひ野町内会 会長 杉本
すぎもと

秀
ひで

治
はる

横浜銀行 新百合ヶ丘支店 

普通預金 口座番号 ６１６８６１６ 

口座名義 はるひ野町内会 会長 杉本
すぎもと

秀
ひで

治
はる

0回  覧 0


