
回 覧 
２０２１年度 はるひ野町内会 

７月度 役員会 議題 
２０２１年７月３日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) 町内会費集金および赤十字寄付金募集のお願い  （副会⾧ 西 出） 

(3) 町内会費集金および赤十字寄付金募集作業のお願い 

              （ブロック代表者および班⾧限り）（※）（副会⾧ 西 出） 

(4) 各部会報告 

◆環境美化:はるひ野町内清掃実施日のお知らせ（再回覧）     （環境美化 梅 田） 

◆交通部会:はるひ野町内における交通注意喚起と危険個所の意見募集（交通部会 峰 尾） 

◆自主防災:自主防麻生防災メール                （自主防災 野 島） 

      自主防災かわら版 ２０２１・１号 

◆環境緑化:＜こもれび公園＞で遊ぶみんなへ（全戸配布）（※）   （環境緑化 田 中） 

(5) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定    （副会⾧ 水 野） 

(6) 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（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７月～８月）  

① 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 

② ８月度役員会 
８月７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） 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、１Ｃ、２Ｉ、３Ｉ、５Ｃの各ブロック代表者の方々です。 
１６:３０集合、１７:１０解散です（オンラインの方）。ご協力お願いします 



                                                      ２０２１年７月３日 

はるひ野町内会 

 

 

 

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 

 

 

 

 

熱中症は、気温の高い日中だけでなく、湿度の高い朝に救急搬送される熱中症患者も多いそうです。 

気温だけでなく、湿度にも気をつけてお過ごしください。 

 

 

 

 

夏から秋にかけては、ゲリラ豪雨、大型台風などの集中豪雨の可能性が高い時期です。 

川崎市では、想定し得る最大規模の降雨において、浸水区域や浸水の深さなどの浸水 

情報などをまとめた「内水ハザードマップ」を作成しています。 

はるひ野は「内水氾濫の影響は少ない」ですが、勤務先周辺および通勤経路、ご家族の 

通学先、通学経路など一度確認された方が良いと考えます。（各自治体で作成済・作成中） 

麻生区版の入手は下記URL、あるいは麻生区役所・麻生水処理センターなどに

印刷版があります。 

 https://www.city.kawasaki.jp/templates/press/800/0000126132.html 

  

 

 

 

１）はるひ野の下水道は「汚水」と「雨水」が別管になっており、はるひ野の「雨水」は黒川

調整池（マクドナルドはるひ野店裏）に流れ、貯水後に三沢川に少しずつ排水する処

理方式になっています。（汁守神社付近のみ土地斜度の関係で黒川側に誘導） 

２）雨水の入り口であるグレーチング（金属製のふた）上に、枯葉や、ごみ、土などが 

詰まると見栄えが悪いだけでなく、降雨時の排水能力が低下します。道路の冠水を 

防ぐために、ご自宅そばのグレーチング上の枯れ葉・ゴミなどを掃除しましょう。 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

 

柿生地区社会福祉協議会 定期総会議決事項に関する書面表決 （会議なし） 

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） 

麻生区町会連合会 理事会 

麻生区町会連合会 研修・勉強委員会 

万福寺町内会・マイシティ新ゆり町内会・山口台自治会との意見交換 

柿生地区社会福祉協議会 役員会 

町内会・自治会活動応援補助金についての説明会参加 

麻生区町会連合会「新任町会長・自治会長研修」参加 

麻生区青少年スポーツ活動振興会 総会 

「社会を明るくする運動」麻生区推進委員会決議事項に関する書面評決（会議なし） 

 

 

１日（火）～３日（木） 

４日（金）～７日（月） 

１０日（木） 

１０日（木） 

１０日（木）、１４日（月） 

１５日（火） 

２２日（火）、２８日（月） 

２５日（金） 

２５日（金） 

２６日（土）～２８日（月） 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（６月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～８月末】 

会長からの連絡事項など 

内水ハザードマップについて 

１ 

３ 

５ 

方針変更無し 

熱中症に注意しましょう ２ 

道路側溝のグレーチング（金属製のふた）上を掃除しましょう ４ 

 グレーチング上のゴミ詰まり 

回覧あり 



２０２１年７月３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 

 
２０２１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、ご協力ありがとうございました。 

それ以外の方が本集金の対象になりますので、よろしくお願いいたします。 
 

集金実施の際、新型コロナウィルス感染症対策については、各自十分に注意し対策されるよう、

お願いいたします。 

対策の一環として、会費・寄付金は極力「お釣りが生じない」ようにご準備ください。 

（お釣りが発生する際には、例えばお釣りの額を寄付金としていただくこともご検討ください） 

 
⒈ 町内会費の集金について 
 

今年度は昨年度と同様に（2019年度以前とは異なり）、１年分一括の集金となります。 

振込みされていない方が集金対象です。 

 
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（下記参照)に賛同していただける方はご協力ください。 

もちろん強制ではありません。 
 

町内会費の集金がない世帯（例：集合住宅などあらかじめ集金が完了している世帯）も、寄付金

のご協力をお願いいたします。 
 

寄付金の募集には、「委嘱状」を携行した班長が各世帯を回ります。「協力会員証シール」を希望

される方はその際に班長にお伝えください。 

※ 寄付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。 

 
(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。 

   日本赤十字社のホームページはこちら： https://www.jrc.or.jp/about/ 
 

(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寄付金募集の協力依頼が

あり、日赤麻生区地区長＝麻生区長から各班長が委嘱される形となっています。 

 
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 

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。

1 実施日 ７月１０日（土）

予備日 ７月１１日（日）、７月１７日（土）

2 実施時間 ８：００ ～ ９：３０の間で１時間程度

※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」、

3 集合場所　　　①　柳町いろどり公園（１丁目、２丁目１～１５番、５丁目１～７番）

②　海道ひだまり公園（２丁目１６番以降、３丁目１～４番）

③　クラスヒル小公園（３丁目５～９番、２８番以降）

④　丸山こもれび公園（３丁目１０番～２５番、４丁目 ）

    　　　　

4 清掃場所    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 持 参 品   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　

【各ブロック代表、班長の方へのお願い】

　　　　みんなでつくる 美しいまち　はるひ野

2021年7月3日

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。

　「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

⑤　はるひ野５丁目公園（5丁目１１番以降）　　

①５月１５日（土）、　③９月４日（土）、　④１２月１１日（土）

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。

環境美化　1/1

 

はるひ野町内会 

再回覧



  

  

2021 年 7 ⽉ 3 ⽇ 
はるひ野町内会 

交通部会 

はるひ野町内における交通注意喚起と危険個所の意⾒募集 

いつも交通部会の活動にご理解・ご協⼒いただき、まことにありがとうございます。今回、町
内の交通事故被害を未然に防ぐため、以下の２点を周知させていただきます。 

 
１、 重点注意地点 

はるひ野地区内の交通重点注意地点を以下にまとめました。 
 

２、 町内の危険個所についての意⾒募集 
町内での交通安全上の問題に対するご意⾒・ご要望を受け付けております。下記メールア
ドレスまでご連絡お願いいたします。 
はるひ野町内会交通部会：haruhino.kotu@gmail.com 
 

是⾮、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

歩⾏者は 

横断歩道を 
利⽤しましょう 

ゴゴルルフフ練練習習場場付付近近  
  

スピード注意！ 
直進・下り坂で 

スピードが出やすく 
なっています 

夜間歩⾏注意！ 
今年度、街路灯が 

増設される予定です 

スピード注意！ 
多くの児童が 

横断しています 

⼀時停⽌を守りましょう！ 

よよここみみねねトトンンネネルル付付近近  
  

ははるるひひ野野小小中中学学校校西西側側  
  

速度が出やすい上 
⾒通しが悪く危険です 

今年度、外側線施⾏予定です 

スピード注意！ 

カカワワチチ南南西西側側交交差差点点  
  

横断歩道は 

歩⾏者優先です！ 

22 丁丁目目交交差差点点  
  

横断歩道は 

歩⾏者優先です！ 

交通 1/1 

回覧 



回　覧 2021年7月3日
自主防災組織

自主防　1/2 
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今後、防災情報や防災イベント開催情報なども
配信される予定とのこと。
災害はいきなりやってきます。普段から防災情
報に接しておくことも大切。
普段から少しずつ、災害にも備えていきましょ
う。

この『自主防麻生防災メール』は、はるひ野の
住民のみなさんに登録していただけます。

����

����������������

 メール送付先︓73kikita@city.kawasaki.jp 



 
 自主防災  1/2  

 
 

 

新型コロナウイルス感染症が落ち着きを
⾒せない中で 

⾃宅避難について考えてみよう！ 
１ 防災の基本的考え 
  公助、共助、⾃助 

① 公助：公的機関による救助・援助。 
② 共助：地域で助け合いながら、避難場所で公的機関による⽀援を待つ。 
③ ⾃助:住⺠⼀⼈ひとりが⾃らの⾝を守る。⾃宅で家族と助け合い。 

公助が来るまでには時間がかかるので、最初に⾃助が必要になります。 

 
2 はるひ野地区で避難が想定される災害 

⼟砂災害：はるひ野地区に⼟砂災害警戒区域があります。 

   
地震：川崎市は市直下地震による被害想定では、⿇⽣区では震度 6 弱〜６強の揺
れ、２５０ｍメッシュ内で１０⼾未満の全壊家屋  
 
はるひ野地区は新しい街並みのため、必ずしも避難が必要にならないことも想定さ

れます。このようなことから、⾃宅避難の準備を⽇頃から⾏っていくことが、災

回覧 
２０２１年７月３日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

⾃主防災かわら版  ２０２１‐１号 
 



 
 自主防災  2/2  

害への備えにつながります。 
※お住まいの地域の災害想定は、 

「川崎市地図情報システム『ガイドマップかわさき』かわさきハザ
ードマップ 地震・⽔害・⼟砂災害」で確認できます。                                                                          
http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?p=0&bt=0&mp=143-44& 

 
３ ⾃宅避難の準備のヒント 

 ⾃宅避難のイメージをつかむために、 「⽉に⼀度のおうちキャンプ」
という取組みが⿇⽣区で紹介されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾷料の備蓄の考え⽅や避難時の⾏動について、わかりやすく⼩冊⼦にまとめられて
います。実際に体験してみることで災害⽣活のイメージが出来、⾜りないものへの
備えができます。 
 
※「わが家の防災ハンドブック ⿇⽣区版」に詳しく掲載されていま

すのでご参照ください
https://www.city.kawasaki.jp/asao/cmsfiles/contents/0000121/121792/bousaihandbook.pdf 

 
次号から、災害時避難に関する情報を提供していきます。 

以上 

1. まずは、⾃分の⾝を守る 
2. ⼀時避難場所、指定避難所を確認する 
3. 避難経路を考えておく 
4. ⾃宅の耐震を考える 
5. ⾃宅の備蓄品をチェック 
6. ⾷事（ローリングストックの活⽤） 
7. ⾵呂・トイレ（簡易トイレの備蓄や使い⽅を事前に確認） 
8. 家族の団らん 



2021年7月3日
はるひ野町内会

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
7月 8月

役員会 （会長・副会長・会計・
部会長・自主防災組織本部
長/副本部長・ブロック代表者
が参加）
※ 必要に応じて班長を招集する
場合あり

役）７/３（土) １７：３０～
オンライン/地域交流センター

役）８/７（土） １７：３０～
オンライン/地域交流センター

運営会議 （会長・副会長・会
計・部会長・自主防災組織本
部長/副本部長が参加）
三役会 （会長・副会長・会計
が参加）

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

回覧印刷：８/５(木) 午前
会費集計：８/８(日) ９：００～
三）８/２８（土) １６：００～
運）８/２８（土) １８：００～

環境美化部会 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

８/２９（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

環境緑化部会 ― ８/１（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン
８/２９（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

交通部会 ７/１８(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

８/１５(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会 ７/１１（日) １８：００～１９：００
　事務所orオンライン

７/１１（日) 夏季夜回り

８/８（日）１８：００～１９：００
　事務所orオンライン

広報部会 ７/１１（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

８/８（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 ７/１８（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

８/２２（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ７/１０（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

８/7（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ７/１０(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

８/１４(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

回覧



 

 

 

 

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 
 （該当者のみ） 

班長への連絡 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＞ https://lin.ee/PjKIBqg 

 
 ・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 

 

 

 

 

 

【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） 

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 

＜メール配信 登録用＞ 

＜登録手順 解説＞ 

はるひ野町内会HPでも 

ご紹介しています 

＜LINE公式 登録用＞ 

OK! 

OK! 
＜LINE公式 登録用＞ 
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