回

覧

２０２１年度
６月度

はるひ野町内会
役員会

議題

２０２１年 6 月５日

(1) 会⾧からの連絡事項など

（会

(2) 町内会費の集金および赤十字活動資金協力のお願い

（副会⾧ 西 出）

(3) 町内清掃実施日のお知らせ

⾧ 杉 本）

（環境美化 梅 田）

(4) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定

（副会⾧ 水 野）

(5) 出欠の確認（配布物の受領確認）（※）

（副会⾧ 水 野）

（※）印の項目については、回覧資料はありません。

★今月（６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６月～７月）
① ７月度役員会
７月３日（土）１７:３０～ はるひ野黒川地域交流センター（オンライン開催併用）
② 町内清掃
７月１０日（土）８:００～ ※ 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、１Ｂ、２Ｈ、３Ｈ、５Ａ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

回
１

２０２１年６月５日

覧

会長からの連絡事項など

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針

はるひ野町内会
方針変更無し

【～７月末】

１）当町内会の活動・・・全体では止めない。ただし、新型コロナ感染リスクの観点から、イベント単位の中止も判断
２）当町内会が開催している会議・・・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
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に行って参加

２

イベント中止について

新型コロナ感染が
収束しないため

１）はるひ野夏フェス２０２１
２）あさお区民まつり

３

８月１２日（木） ⇒ 中止
１０月１０日（日） ⇒ 中止

川崎市 新型コロナウイルスワクチン接種について

麻生区では、①集団接種会場「麻生市民館」（区役所の目の前）、②各クリニック、でワクチン接種を開始していますが、①
の麻生市民館での接種会場運営を「麻生区危機管理担当」（防災・防犯を担当している部署）が支援しています。
その危機管理担当に、ワクチン接種についてヒアリングしてきました。
１）持病がある場合には、まず、かかりつけ医に「ワクチン接種をしていいか」を確認してください
２）川崎市の最新情報は、川崎市ホームページをご覧ください
３）接種の予約は、次の方法があります
・川崎市の予約コールセンターに電話して予約する
・川崎市のホームページ予約サイトから入力して予約する
・厚生労働省ホームページ「コロナワクチンナビ」の「接種会場を探す」から接種可能クリニックを探し、予約する
クリニックにより予約方法が違いますので、ご注意ください
４）川崎市の大規模接種会場（追加開設）は NEC 玉川ルネッサンスシティホール（ＪＲ南武線 向河原駅徒歩１分）です
詳細は、川崎市のホームページをご覧ください
なお、麻生市民館／接種会場を見てきましたが、国からのワクチン供給量がまだ少ないためか、スタッフのみなさんも落ち
着いて対応をされていました。供給量が増えた後も、我々が安心して接種を受けられる体制を期待したいと思います。

４

会長としての主要活動報告（５月）

（※）当町内会内会議は省略

(1)
(2)

麻生区町会連合会 ブロック別理事候補者選考会議
通夜参列 （町内会活動関係者ご逝去）

１０日（月）
１２日（水）

(3)
(4)
(5)

１３日（木）
１３日（木）
１４日（金）

(6)
(7)
(8)

麻生区町会連合会 総会
令和３年度選挙投票事務従事者 割り振り会議 （衆議院議員総選挙、川崎市長選挙）
麻生区道路公園センターに「丸山こもれび公園・大谷戸緑地改修のお願い」提出
（環境緑化部会からの依頼）
川崎市全町内会連合会 創立６０周年記念誌取材協力
柿生地区社会福祉協議会 役員会
はるひ野小中学校 スポーツフェスティバル

(9)
(10)
(11)

麻生区金程町会に「当町内会のオンライン会議、メール/LINE 配信」などご説明
あさお区民まつり実行委員会 役員会
はるひ野小中学校 学校運営協議会

２３日（日）
２５日（火）
２７日（木）

１８日（火）
１８日、２６日、２８日
２２日（土）

２０２１年６月５日
はるひ野町内会

再回覧
２０２１年度 町内会費の集金 および
赤十字活動資金協力のお願い

この回覧は５月の回覧ですでにご案内済ですが、引き続き実施していますので再回覧いたします。
コロナ禍が終息しない中、今年度も町内会費の集金および赤十字の活動資金協力(寄付)について、
下記の方法で１年分を一括して集金させていただくことといたします。皆様のご理解ご協力をよろし
くお願いいたします。
すでにお振り込みいただいた皆様、ありがとうございました。

【２つの方法から選択してください】

１. 集金訪問の班長にお支払いいただく方法（従来の方法）

7月3日(土)の役員会で
班長集金の方法をご説明します

班長集金の方法は基本的に例年通りです。
班長による集金期間は７月４日(日)～８月６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（昨年度新設）
Googleフォームからお申し込みください。
申し込み受付期間は６月１２日(土)まで、 振り込み期限は６月１８日(金) です。

【振り込みによる手続きのご案内】
■

Googleフォームからの申し込み （会員確認のため、必ず実施してください）
① 右QRコードまたは下記URLよりGoogleフォームに進み入力してください。
【申込先Googleフォーム】https://forms.gle/9KPEK3YzFJboRrxv7

② 直後に控えが送信され、数日中に振込手続きのご案内が届きます。
案内メールは haruhino.kaihi@gmail.com から届くので、受信できるよう
準備をお願いいたします。

申込先
Googleフォーム

③ 案内に沿って、振り込み期間中（6月18日(金)まで）に振込手続きを終えてください。
着信拒否設定などはないか、迷惑フォルダ等に入ってないか、必ずご確認ください

＜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。
・振り込みの申し込みをされたら、振込手続きの案内メールを必ずご確認ください。
・案内が届かない場合、着信拒否等のほかに申込情報不備なども考えられます。
その場合は、着信環境をご確認のうえ、再度Googleフォームから申し込むか、班長集
金にてお支払いください。
（案内の返信まで１週間程度かかることがあります。
）
・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
かった場合は班長による訪問集金となります。
・Googleフォームへの申し込み無しで振り込まれた場合は班長による訪問集金となるこ
とがあります。昨年度申し込まれた方も今年度用に改めてお申し込みください。
＜問い合わせ先＞ haruhino.kaihi@gmail.com
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
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回覧

はるひ野町内会
環境美化部会

はるひ野 町内清掃実施日 のお知らせ
町内清掃の実施を予定しております。
皆さまのご参加をお願いいたします。
コロナ感染対策のため、分散集合、ソーシャルディスタンス確保、マスク・手袋着用を
お願いいたします。
ご参加いただき、全員で 「美しいまち はるひ野」 を守りましょう。
※第一回目(5月15日予定)は、日程再設定せず、中止といたします。

1 実施日
予備日
2 実施時間

７月１０日（土）
７月１１日（日）、７月１７日（土）

８：００ ～ ９：３０の間で１時間程度

8:00一斉集合は行いません。 8:00～8:30で自由に下記 3 集合場所にお越しいただき、
ごみ袋/清掃道具受取、清掃範囲確認の上、１時間目途で参加をお願いいたします。
※雨天またはコロナの状況により予備日に延期や中止の場合があります。
※延期／中止の場合、はるひ野町内会の「掲示板」、「お知らせブログ」、
「メール」、「LINE」にてお知らせいたします。
お知らせブログ：
http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/
メール配信登録：
http://town-haruhino.join-us.jp/project_kouhou.html
3 集合場所

①
②
③
④
⑤

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 清掃場所
5 持参品

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
マスク、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
・ 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。
（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）
・ 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。
・ 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。
・ 体調に不安のある方は、無理せず参加をお控えください。
7 ２０２１年度実施予定日
①５月１５日（土）、 ③９月４日（土）、 ④１２月１１日（土）

【各ブロック代表、班長の方へのお願い】
ブロック代表・班長の方には、清掃用具搬出、参加者誘導、清掃用具回収、などの
お手伝いをお願いしたいので、７：４５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
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はるひ野町内会

2021年6月5日
はるひ野町内会

回覧

２０２１年度 役員会および各部会の開催予定
定例会議・定例運営
6月
役員会 （会長・副会長・会計・ 役）６/５（土) １７：３０～
部会長・自主防災組織本部 オンライン/地域交流センター
長/副本部長・ブロック代表者
が参加）

7月
役）７/３（土) １７：３０～
オンライン/地域交流センター

※ 必要に応じて班長を招集する
場合あり

運営会議 （会長・副会長・会 回覧印刷：６/３(木) 午前
計・部会長・自主防災組織本 三）６/２６（土) １６：００～
運）６/２６（土) １８：００～
部長/副本部長が参加）
三役会 （会長・副会長・会計
が参加）
環境美化部会

６/２７（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

回覧印刷：７/１(木) 午前
三）７/３１（土) １６：００～
運）７/３１（土) １８：００～

７/２５（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン
７/１０(土) 町内一斉清掃

環境緑化部会

６/２７（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

―

交通部会

６/２０(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

７/１８(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会

６/１３（日）１１：００～１２：００
事務所orオンライン

７/１１（日) １８：００～１９：００
事務所orオンライン

広報部会

６/１３（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

７/１１（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会

６/２０（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

７/１８（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会

６/１２（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

７/１０（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織

６/１２（土） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

７/１０(土) ９：００～１０：００
事務所orオンライン

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ください。 ※ 現ブロック代表者・班長と経験者の方は登録済です
【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
班長への連絡

（該当者のみ）

＜メール配信 登録用＞
【登録手順】
1. 上記の 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）

＜登録手順 解説＞
はるひ野町内会HPでも
ご紹介しています

2.
3.
4.
5.

登録サイトにアクセス
「メール配信に同意する」を選択
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
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

はるひ野町内会 LINE 公式 のご紹介
メール配信システムで配信する行事・防犯・防災情報は、LINE でもお届けします。
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。
＜LINE 公式 登録用＞
・家族それぞれが LINE 公式アカウントに登録

https://lin.ee/PjKIBqg

OK!

・LINE 公式アカウントとメール配信システム両方に登録

OK!

＜LINE公式 登録用＞

＜LINE公式 登録用＞

