
回 覧
２０２１年度 はるひ野町内会 

１１⽉度 役員会 議題 
２０２１年 1１⽉６⽇

(1) 会⻑からの連絡事項など （会 ⻑ 杉 本） 

(2) まちづくり本部の創設について（※） （副会⻑ ⽚ 岡） 

(3) 各部会報告

◆環境美化︓町内清掃実施⽇ のお知らせ（再回覧） （環境美化 梅 ⽥） 

◆⾃主防災︓⾃主防災かわら版 （⾃主防災 野 島） 

「安否確認旗の掲出訓練」ご協⼒のお願い（※） 

◆イベント︓イベントに関するアンケート結果報告について （イベント 中 村） 

(4) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定 （副会⻑ ⽔ 野） 

(5) 出⽋の確認（配布物の受領確認）（※） （副会⻑ ⽔ 野） 

（※）印の項⽬については、回覧資料はありません。

★今⽉（11 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１1 ⽉〜１2 ⽉）
① 安否確認旗掲出訓練

１１⽉１３⽇（⼟）８︓４５〜  ホームページをご参照ください
② 町内清掃

１１⽉１４⽇（日）９︓００〜１１︓００  詳細は回覧・ホームページをご参照ください
③ １２⽉度役員会

１２⽉１１⽇（⼟）１７︓３０〜 はるひ野⿊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、２D、３D、４C、５G 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。 

http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/
http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/
http://www.town-haruhino.join-us.jp/rule_recycle.html


                                                      ２０２１年１１月６日 

はるひ野町内会 

 

 

 

１） 当町内会の活動・・・全体では止めません。 

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 

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」も可としますが、新型コロナ感染防止対策を十分に行って参加 

 

 

 

 

新型コロナ感染症により準備期間が確保できない等の理由で次のイベントが中止になっています。ご注意ください。 

１） 読響サロン・コンサート２０２１ （主催：はるひ野町内会） 

２） あさお福祉まつり （共催：麻生区社会福祉協議会＋麻生区役所地域ケア推進課） 

３） よみうりランド遊園地 無料招待デー （主催：よみうりランド） 

 

１１月１３日（土） ⇒ 中止 

１１月１４日（日） ⇒ 中止 

今年度中止 

 

 

 

 

麻生区のスポーツ体育振興を推進する「川崎市スポーツ推進委員会」メンバーを募集します。（町内会から推薦します） 

１）身分 

２）任期 

３）推薦基準 

４）実際の活動 

５）問い合わせ先 

 

スポーツ基本法および川崎市スポーツ推進委員規則により川崎市長が委嘱する非常勤職員（特別職） 

２０２２年４月１日から２年間 

スポーツの推進のための企画・運営に能力を発揮できる方  など 

各種スポーツ大会の企画運営、実行。パラスポーツも含めたスポーツ振興を担当 

町内会メール haruhino.info@gmail.com  （詳細説明します） 

 

 

 

 

次世代を担う青少年が心豊かに、たくましく成長する環境を築くことは、社会全体の責任であり、我々大人の課題です。 

つきましては、こちらもボランティアメンバーを募集します。（町内会から推薦します） 

１）根拠法令等 

２）任期 

３）推薦基準 

４）実際の活動 

５）問い合わせ先 

 

川崎市青少年指導員設置要綱および神奈川県青少年保護育成条例 

２０２２年４月１日より２年間 

地域で青少年関連団体の活動に関わっている、あるいは関わっていた経験のある方 など 

地域（区あるいは地区単位）ごとのパトロールや青少年向け行事の実施など 

上記「スポーツ推進委員（ボランティア）募集」と同じ 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

（８） 

 

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 

衆議院議員総選挙＋川崎市長選挙における選挙事務従事者推薦 

 （川崎市長選挙の日程変更、衆議院議員総選挙との同日開催により再調整） 

あさお区民まつり（２０２２年度：第４０回記念開催）プロジェクト委員会 

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 

麻生区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課   民生委員関連 

麻生区選挙管理委員会 投票管理者・事務長事務説明会 

衆議院議員総選挙＋川崎市長選挙 投票管理者  （３０日（土）は投票所設営） 

 

 

６日（水） 

６日（水）～１４日（木） 

 

７日（木） 

１４日（木） 

２１日（木） 

２１日（木） 

２１日（木） 

３０日（土）～３１日（日） 

 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（１０月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～１２月末】 

会長からの連絡事項など 

１ 

５ 

イベント中止について （再掲載） ２ 

川崎市スポーツ推進委員 （ボランティア） を募集します ３ 

川崎市青少年指導員 （ボランティア） を募集します ４ 

地域デビューのチャンス！ 

地域デビューのチャンス！！ 

緊急事態宣言は解除されま

したが、当町内会は現状で

は方針を変更しません 

mailto:haruhino.info@gmail.com
mailto:haruhino.info@gmail.com?subject=【はるひ野町内会】ボランティア応募


2021年11⽉6⽇
はるひ野町内会
環境美化部会

下記の通り、町内清掃を⾏います。
コロナ感染症対策のため、分散集合、ソーシャルディスタンス確保、
マスク・軍⼿着⽤でのご参加をお願いいたします。
ぜひご参加いただき、みんなで「美しいまち　はるひ野」を守りましょう。
※　前⽇(11/13⼟)の安否確認旗掲出訓練から連⽇対応となりますが、
　　どうかご理解、ご協⼒いただきたくお願いいたします。
※　９⽉中⽌分の代替および１２⽉予定分の前倒しとして⾏います。

1 １１⽉１４⽇（⽇）
１１⽉２０⽇（⼟）、１１⽉２１⽇（⽇）

2 ９︓００ 〜 １１︓００の間で１時間程度
9:00の⼀⻫集合は⾏いません。　9:00〜9:30で⾃由に集合場所にお越しいただき、
ごみ袋/道具受取、清掃範囲確認の上、1〜1.5時間を⽬安に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 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 ）

    　　　　　　　　　　⑤　はるひ野５丁⽬公園（5丁⽬１１番以降）　　

4 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 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　　

・
　（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）

・
・
・ 体調に不安のある⽅は、無理せず参加をお控えください。

【各ブロック代表、班⻑の⽅へのお願い】
　　ブロック代表・班⻑の⽅には、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、８︓４５に各集合場所にお集まりください。
　　連⽇のご対応となり恐縮ですが、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　みんなでつくる 美しいまち　はるひ野
環境美化　1/1

清掃場所    
持 参 品   

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。

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。

はるひ野 町内清掃実施⽇ のお知らせ

実施⽇

予備⽇
実施時間

集合場所　　　　

 

氶汢氺挵咷  

再 回 覧

はるひ野町内会



自主防災  1/3 

 

 
 
 

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 11 月 6 日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

 自主防災かわら版 ２０２１-５-1 号 
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http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000117391.html 
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安否確認旗掲出訓練を行います 

２０２１年１１月１３日（土）

 自主防災かわら版 ２０２1-５-2 号 
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昨年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 本年についても町内会活動に限らずさまざまな社会活動の

延期･中止が余儀なくされた年となりました。

当イベント部会では、本年8月のお盆の時期に住民の皆さんの意識調査という形で、 町内会のLINE上にてイベントに

関するアンケート調査を実施致しました。アンケート集計結果の概要報告に加えてその結果を踏まえ、部会内で検討

している「イベントのあり方・方向性」についてご報告いたします。

今回の様な意識調査はイベント部会として初めての試みであり、発信内容や方法を模索する中で取り急ぎ「LINE上の

みでの調査案内」と致しました。ご案内の情報に触れられなかった方々には申し訳ございませんでした。

今後も幅広いご意見を取り入れながら、皆さんが参加しやすい企画を考えて参りたいと思いますので、 引き続きご協

力の程宜しくお願いいたします。

●アンケート概要
実施期間︓ 2021年8⽉13⽇〜8⽉31⽇
アンケート⽅法︓ はるひ野町内会LINEにより案内
回答数︓

【質問１】下記イベント案（主に分散型・応募型）の中で「参加してみたい︕⾯⽩そうだ︕」と思われるものを
お選びください。（複数選択可）
□ 【謎解きウォークラリー】（町内の公園等、何拠点かを廻ってクイズに答える）

□ 【ガレージセール・庭先展示】（自宅庭先・駐車場等でフリーマーケット、趣味・

サークル活動の展示等、ブースを自由に出展）

□ 【一芸発表会】（歌、ダンスなど。音楽会の様なリモート配信等を検討）

□ 【はるひ野川柳大会】（WEBや紙による応募。「はるひ野あるある」等のテーマで大賞を決める）

□ 【写真・絵画展】（テーマを町内に限定するなど、作品展示はWeb・リアル展示両方で検討）

□ 【書き初め大会】（作品展示はWeb・リアル展示両方で検討）

□ 特に該当なし

【質問２】新型コロナウイルスの状況が収束してきたら、下記イベント案（過去に実施したものを含む）の中で
参加してみたい︕⾯⽩そうだ︕と思われるものをお選びください。（複数選択可）
□ 【スポーツイベント】（ドッジボール大会など）

□ 【夏祭り・秋祭りイベント】（夏フェスイベント、出店など）

□ 【冬季イベント】（クリスマスや新年会など）

□ 【音楽イベント】（昨年実施のサロンコンサートや、他の形の音楽イベント）

□ 特に該当なし

【質問３】その他「こんなイベントがあったら・・・」というアイディアや、イベント部会へのご意⾒等ございましたら、
簡単で結構ですので是⾮ご記⼊ください︕（任意︓⾃由記述）

（回答を入力）

【質問４】上記１〜３の回答をお考え頂いた⽅の年齢をご選択ください。

　〇　１９歳以下 　〇　４０～５９歳

　〇　２０～３９歳 　〇　６０歳以上

2021年11月6日

はるひ野町内会　イベント部会
回　覧

イベントに関するアンケート結果報告について

405
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●アンケート結果まとめ(回答数　405)

【質問１】参加してみたい分散型・応募型イベント（選択式）
【謎解きウォークラリー】

【ガレージセール・庭先展示】

【一芸発表会

【はるひ野川柳大会】

【写真・絵画展】

【書き初め大会】

特に該当なし

【質問２】コロナ感染が収束したら参加したいイベント
【スポーツイベント】

【夏祭り・秋祭りイベント】

【冬季イベント】

【音楽イベント】

特に該当なし

【質問３】イベントアイディア・イベント部会へのご意⾒等（⾃由記述式）
①お祭り（花火・夏祭り・花見・餅つき等）

②スポーツイベント

③防災・環境イベント

④音楽・映画上映・展示イベント

⑤住民同士の交流を促すイベント

⑥自然を楽しむ/地域を知るイベント

⑦オープンガーデン・ガレージセール

⑧グルメイベント

⑨大人・シニア向けイベント

⑩子育て世代・子供向けイベント

⑪バーチャル・オンラインゲーム

⑫啓発・社会参画イベント

⑬その他（アンケートへの謝意等）

⑭イベントの開催に否定的なコメント

【質問４】回答頂いた⽅の年齢層
　〇　１９歳以下　：　６．４％ 　〇　４０～５９歳　：　６６．９％

　〇　２０～３９歳　：　１４．３％ 　〇　６０歳以上　：　１１．９％ 　〇　無回答　：　０．５％

自由記述⾃由記述欄では405件中、
115件ものご意⾒を頂けました︕
特にやりたいイベントの希望の他、コロナ禍の中で今は
イベントを開催すべきではない、⾮接触などを取り⼊
れたイベントのあり⽅等、貴重なご意⾒も頂けました
ので、今後の参考にさせて頂きます。
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●今後のイベントに対する考え⽅について
イベント部会では、 コロナ禍により企画が立て続けに中止になる現実を経験し、その一方で恒例となっていた各企

画に対し一から考え直し、 議論をする機会を得る事が出来ました。 そこで8月のアンケート結果も踏まえ、改めて

「イベントに期待されている事、役割、あり方」 について意見を寄せあった結果、下記の様な考えを柱として今後の

企画を検討していきたいと考えております。

①イベント＝必ずしも「⼈が集まらなければ出来ないもの」ではない。
⇒コロナウイルスの猛威が一旦は収まっているとはいえ、今後もまた感染拡大が起こる可能性もあり人が多

　　く集まる事に対して、ご不安に思われる方もいらっしゃると思います。 そこで、従来型の人が集合して成り

　　立つ様なタイプではない、非集合型イベント （質問：１にある様な分散型・応募型） の企画を新たに検討し

　　ます。

②コロナ禍が収束したら・・・誰もが参加可能な敷居の低いイベントを
⇒質問：２でも、自由記述でも季節のお祭りに関する要望がとても多い状況です。

　　住民の誰しもが参加でき、楽しめる（子供だけなく大人も）、近隣同士の交流に繋がるようなお祭りの企画

　　を推進していき、開催についてはコロナの状況を充分見極めた上で検討していきます。

③イベント＝本来の⽬的は地域交流・コミュニケーションを促す事。
⇒町内に住む人々の交流、コミュニケーションが生まれる事で、 住民同士の結びつきが高まり地域コミュニ

　ティの繁栄や町としての魅力増加に繋がります。

　町内イベントは交流・コミュニケーションを産む場として位置づけ、その意義に都度立ち返りながらその他の

　企画も見直していきます。

しばらく開催出来ていないイベントを「開催する事」 を目的とせず、この様な視点を持ちながら順次企画を考えてお

りますので、皆様もうしばらく楽しみにお待ち頂ければと思います。

●ご意⾒、ご要望について
今回の回覧内容に限らず、イベントに関するご意見・問い合わせ等を下記メールアドレスにて受け付けております。

是非、ご意見を頂ければと思いますので宜しくお願いいたします！

また、イベント部会に興味を持った方、お手伝いしたい！という方も是非ご連絡下さい！

イベント部会メールアドレス　︓　haruhino.event@gmail.com　



2021年11月6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
１１月 １２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）１１/６（土） １７：３０～
オンライン/地域交流センター

 役）１２/４（土） １７：３０～
役）１２/１１（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：１１/４(木) 午前
三）１１/２７（土) １６：００～
運）１１/２７（土) １８：００～

回覧印刷：１２/２(木) 午前
三）１２/１８（土) １６：００～

環境美化部会 １１/７（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

１１/１４(日) 町内一斉清掃

１２/５（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

環境緑化部会 １１/２８（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

１２/１８（土） １０：００～１１：００
事務所orオンライン

交通部会 １１/１４(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

１２/１９(日)１７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会 １１/１４(日）１４：００～１５：００
　事務所orオンライン

１２/１２（日）１８：００～１９：００
　事務所orオンライン

広報部会 １１/２１（日）１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

１２/１２（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 １１/２１（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

１２/１９（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 １１/１３（土）　１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

１２/１８（土）　１５：００～１６：００
事務所orオンライン

自主防災組織 １１/１３(土） ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

１１/１３(土)安否確認旗の掲出訓練

１２/１１（土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

回覧
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