
回 覧 
２０２１年度 はるひ野町内会 

８月度 役員会 議題 
２０２１年８月７日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) 町内会活動応援補助金申請について（ブロック代表者限り）（※）  （会 ⾧ 杉 本） 

(3) 各部会報告 

◆交通部会:路上遊びの注意喚起                 （交通部会 峰 尾） 

◆自主防災:自主防災かわら版                  （自主防災 野 島） 

◆環境美化:町内清掃 中止 のお知らせ              （環境美化 梅 田） 

◆広報部会:回覧板廃止に向けたお願い（別紙）           （広報部会 門 間） 

(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（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８月～９月）  

① 町内清掃 
９月４日（土）８:００～ 中止致します 

② ９月度役員会 
９月４日（土）１７:３０～ 場所未定。後日連絡（オンライン開催併用） 
 
※１２月の役員会日程を変更致します 

変更前 １２月４日（土）１７:３０～ 
変更後 １２月１１日（土）１７:３０～ 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、１Ｅ、２Ｊ、３Ｊ、５Ｄ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８月７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 

 

 

 

 

１） はるひ野夏フェス２０２１ （主催：はるひ野町内会） （再掲） 

２） 麻生区女子バレーボール大会 （主催：麻生区スポーツ推進委員会） 

３） はるひ野ドッジボール大会 （主催：はるひ野町内会） 

４） あさお区民まつり （主催：あさお区民まつり実行委員会） （再掲） 

５） あさお区民運動会 （主催：麻生区青少年スポーツ活動振興会） 

 

 

８月１２日（木） ⇒ 中止 

８月２９日（日） ⇒ 中止 

９月５日（日） ⇒ 中止 

１０月１０日（日） ⇒ 中止 

１０月３１日（日） ⇒ 中止 

 

 

 

１） ９月２５日（土）  宵宮、練り歩き、神酒所設営などすべて中止 

２） ９月２６日（日）  神輿払い、大祭式事は行うが、練り歩きや神社境内の出店などは中止 

 

 

 

 

柿生地区社会福祉協議会から「敬老お祝いの申し込みを募集します」との回覧資料をいただきました。 

１） 対象者 ： ８８歳（昭和８年１月１日～１２月３１日生まれ）の方と、９９歳以上（大正１１年１２月３１日以前の生まれ） 

の方で、在宅で生活されている方 

２） 申し込み方法 ： 柿生地区社会福祉協議会へ直接申し込み 

３） 申し込み期限 ： ９月１８日（土） 

 

なお、当町内会からの敬老お祝いは、「個人情報取扱規程」を昨年度に新設したときに併せて施策中止としました。 

（① 個人情報をできる限り取り扱いたくない、② 上記のとおり柿生地区社会福祉協議会および川崎市が同様の施策を 

実施しており重複している、③ 対象者が毎年ゼロまたはゼロに近いことが中止の理由です） 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 

 

麻生防火協会 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 要望事項検討委員会 

栗木台自治会に「当町内会のホームページ開発」などご説明 

麻生区町会連合会 理事会 

岡上町内会・万福寺町内会・マイシティ新ゆり町内会との意見交換 

川崎市全町内会連合会 定期総会 

麻生区役所道路公園センター はるひ野小中学校前の桜並木改修について意見交換 

万福寺町内会 町内会運営ノウハウ集作成についての意見交換 

麻生区役所地域振興課 町内会運営ノウハウ集作成についての意見交換 

 

 

１日（木）～３日（土） 

２日（金） 

４日（日） 

８日（木） 

８日（木） 

１３日（火） 

１５日（木） 

１６日（金） 

２０日（火） 

 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（７月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～９月末】 

会長からの連絡事項など 

今年の汁守神社例大祭について 

１ 

３ 

５ 

方針変更無し 

イベント中止について ２ 

柿生地区社会福祉協議会からの「敬老お祝い」について ４ 回覧あり 

新型コロナ感染症が収束しないため 

新型コロナ感染症が収束しないため 



 

 回 覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年８月７日 

はるひ野町内会 

交通部会 

 

●お子様をお持ちのご家庭へのお願い 

  道路遊びに関する下記のような相談が複数寄せられています。

す。 

 

地域の交通安全のため 

道路での危険な遊びや迷惑行為はやめよう！ 

交通量が少ない生活道路は、油断が生じ緊張感が薄れがちになります

が、子供や自転車の飛び出し、急な進路変更など様々な危険が潜んで

います。生活道路では速度を落とし、飛び出し等の危険を予測した運

転を心掛け、常に安全運転をするようお願いいたします。 

 

事故やトラブルを未然に防ぐために、遊ぶ場所や遊具の使い方、危険

な行為、迷惑行為などについてご家庭内でお子様と話し合い、 

ご指導下さいますようお願いいたします。 

 

・集団で遊ぶ際の騒音・キックボード等の遊具での危険な行為 

・ボールなどによる車の破損・遊具の路上放置 

 

●運転をされる方へのお願い 

公園や安全な場所でルールを守りながら遊びましょう! 

交通 1/1 



⾃主防災  1/3   

 

 
⾃宅避難を想定した準備・対策情報① 

 
本号では⾃宅避難を想定した準備・対策情報についてご案内します。 
 
■事前準備 

阪神・淡路⼤震災の時に屋内でケガをした⼈の約４６％は家具の転倒・落下が
原因、 次いでガラスの⾶散によってケガを負った⼈は約２９％に及んでいま
す。 
①家具の配置 
 ⼤地震が発⽣したときは「家具は必ず倒れるもの」と考えて、転倒防⽌対策を
講じておく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②ガラス⾶散防⽌ 
 ガラスが⾶び散るとガラスは破⽚が『凶器』になるということを肝に銘じてお
きましょう。 
 
【対策①】⾶散防⽌フィルムをガラスに貼る。 

⾶散防⽌フィルムをガラスの全⾯に貼ります。部分的に貼った場合は効果が低
くなることがありますので注意しましょう。 
  

� 家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう。 
� 寝室や⼦ども部屋には、できるだけ家具を置か 

ないようにしましょう。 
� 置く場合も、なるべく背の低い家具にするとと 

もに、倒れた時に出⼊り⼝をふさいだりしない 
よう、家具の向きや配置を⼯夫しましょう。 

� ⼿の届くところに懐中電灯やスリッパ、ホイッ 
スルを備えておきましょう。 

回覧 
２０２１年８月７日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

 ⾃主防災かわら版 ２０２１-２号① 



⾃主防災  2/3   

【対策②】段ボールとガムテープをガラスに貼る。 
台⾵などの場合は、ガムテープを使って段ボールを窓枠に貼り付けます。段ボ

ールの重なる部分もガムテームでつないでおきましょう。 
段ボールが無い場合は、ガラスに縦・横・斜めに貼ります。紙製ではなく養⽣

テープを使うと良いでしょう。 
（参考）「備える。かわさき」https://qr.paps.jp/KoQm6 
 
 
■地震発⽣直後の⾏動 
 地震発⽣時には、経過する時間ごとにするべきことが変わってきます。地震が
起きた時に何をすべきか、⽇頃からシミュレーションしておくことで落ち着いて
⾏動することができます。 
 

経過時間 ⾏動すること ポイント 

地震発⽣〜2
分 

◆⾝の安全を守る 
◆避難経路の確保 

� 机やテーブルなどの下に⾝を隠す 
※激しい揺れは数⼗秒続きます。慌てて外

に⾶び出さない 
� 避難経路を確保する 

※ドアや窓を開けて逃げ道を確保します 

2〜5分 ◆⽕の始末をする 
� 慌てず揺れが収まってから消⽕する 

※東京ガス：震度5以上の揺れでガスメー
ターが⾃動的にガスを遮断します 

5〜10分 ◆家族の安否確認 
� 家族の無事を確認する 

※家族で事前に避難場所・連絡⽅法を決め
ておくとよいでしょう 

10分〜 ◆近所の安全確認 

� 近所で家屋が倒壊して埋もれている⼈はい
ないか、⽕災は起きていないか確認する 
※個⼈での応急活動には限界がありますの

で隣近所で協⼒し合いましょう 
（参考）「川崎市に⼤地震が起きた⽇」 
               https://qr.paps.jp/x9T7v 
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5 ⽉から避難情報が変更されました 
 

「避難指⽰」の発令は、災害のおそれが⾼い状況です。危険な場所
からの避難を完了して下さい。 
 

（変更点） 
・警戒レベル5 

災害発⽣情報 
   ↓ 
 「緊急安全確保」 
◎安全な⾮難ができない状
況！ 
 
・警戒レベル4 

避難指⽰（緊急） 
避難勧告 

↓ 
「避難指⽰」 

◎全員避難開始！ 
 
・警戒レベル3 

避難準備・ 
⾼齢者等避難 
 ↓ 
「⾼齢者等避難」 

◎対象者は避難開始！ 
詳しくは、川崎市のwebで 
   https://qr.paps.jp/YIGHm 
 

 
以上 

 ⾃主防災かわら版 ２０２１-２号② 

⾃宅避難を想定した準備・対策情報
① 

 



はるひ野町内会

環境美化部会

町内清掃 中止 のお知らせ
平素より町内の美化活動にご協力をいただき、ありがとうございます。

９月４日（土）に予定しておりました町内清掃は、コロナ感染者数増大や　

神奈川県での緊急事態宣言発出を受け、中止といたします。

ご理解と引き続きのご協力をお願いいたします。

予定日 ９月４日（土）

中止いたします
はるひ野町内会では、コロナ感染者数動向や神奈川県の対応などに

注意しつつ、別日程での清掃実施も協議中です。

引き続き検討を行い、決定事項は速やかに連絡いたします。

どうかよろしくお願いいたします。

２０２１年度　町内清掃予定日　

①５月１５日（土）←中止、　②７月１０日（土）←済み、　③９月４日（土）、　④１２月１１日（土）

　　　　みんなでつくる 美しいまち　はるひ野

2021年8月7日

環境美化　1/1

 

はるひ野町内会 

回 覧



広報 1/1 

2021 年 8 ⽉７⽇ 
はるひ野町内会 

広報部会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メール配信システム  LINE 公式アカウント 
登録はお済みですか︖ 

はるひ野町内会の回覧板廃止に向けたお願い 

 

はるひ野町内会約 2,000 世帯のうち 
※2021年 8⽉ 1⽇現在 

メール配信システム登録件数  
1,150 件 

 
LINE 公式アカウント登録件数  

845 件 

はるひ野町内会では、①タイムリーな情報発信、②より多くの住
⺠への情報伝達、③コロナ禍環境における接触機会の削減、を⽬
的として、⽉次回覧板中⼼の情報発信から、メール・LINE・ホーム
ページ中⼼に適宜紙回覧版・全⼾配布を組み合わせたハイブリッ
ド型の情報発信に移⾏していきます。メール配信システム または 
LINE 公式アカウントに未登録の⽅は、ぜひご登録ください。 

回覧板を回している班の全世帯の⽅が、メールか LINE を登
録していれば、その班の回覧板を１０⽉から廃⽌していきます。 

あなたの班の全世帯が登録すれば、 
10 ⽉から回覧板を廃⽌︕ 

 

【メール配信システム】 
 

１．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 

【LINE 公式アカウント】 
 

１. QR コードを読み取り 

２. 「追加」ボタンを押す 
 
 
 
 
 
 

 

<LINE 公式登録⽤> 
https://lin.ee/PjKIBqg 

登録方法はこちら！お早めに登録をお願いします！ 

または 



【記⼊例】

杉本 さん  ８／１  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

班⻑

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

 さん     ／  メール LINE 登録していない(理由：登録できない・登録したくない・その他)

（班⻑へ戻し）

 問い合わせ先：（事務局）secretary@town-haruhino.join-us.jp 2021年 8⽉ はるひ野町内会

はるひ野町内会 回覧 （ ブロック 班）

お手数ですが、閲覧の日にちの記入と、押印またはサインをお願いいたします。

また今回は、「メール配信システム」もしくは「LINE公式アカウント」の登録状況を確認させて頂きたいため、

登録しているものに〇をつけてください。どちらも登録していない場合は、該当する理由に〇をつけてください。

あなたの班の全世帯が登録されていたら、１０月よりこの回覧板の廃止を行います。

詳細は「はるひ野町内会の回覧板廃止に向けたお願い」をご覧ください。

お名前 ⽇にち

押印⼜は
サイン

メール配信システムに登録している場合は「メール」に〇

LINE公式アカウントに登録している場合は「LINE」に〇

登録していない場合は理由のいずれかに〇

2021年8月度回覧表紙 （※班⻑さんへ 左の枠に回覧順のお名前を書き込み、こちらを回覧表紙にしてください）

※回覧終了後、班長はこの用紙をブロック代表者へ渡してください。

※ブロック代表者は各班の用紙が集まり次第、配布した長３封筒に入れ、封筒にブロック名を明記して、

町内会事務所ポストに投函してください。

杉本



2021年8月7日

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
８月 ９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）８/７（土） １７：３０～
オンライン/事務所

役）９/４（土） １７：３０～
オンライン/場所未定。後日連絡

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：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～

回覧印刷：９/２(木) 午前
運）９/２５（土) ９：００～
回覧印刷：９/３０(木) 午前

環境美化部会 ８/２９（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

９/４(土) 町内一斉清掃⇒中止

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

９/２６（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

交通部会 ８/１５(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

９/１９(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会 ８/８（日）１８：００～１９：００
　事務所orオンライン

９/１２(日)１４：００～１５：００
　事務所orオンライン

広報部会 ８/８（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

９/１２（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 ８/２２（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

９/１９（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ８/7（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

９/１１（土）　１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ８/１４(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

９/１１(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

回覧
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