
回 覧 
２０２２年度 はるひ野町内会 

８月度 役員会 議題 
２０２２年８月 6 日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) 『はるひ野夏フェス 2022』開催について         （副会⾧ 中 村） 
(3) 各部会報告 

◆環境美化:町内清掃実施日（9 月 10 日（土））のお知らせ、     （環境美化 神 田） 
      7 月 9 日（土）町内清掃のご報告、資源集団回収へのご協力御礼、 
      資源・ごみ出しルール等厳守のお願い 
◆イベント:『2022 秋 はるひ野縁日(街角文化祭付き) 』開催及び  （イベント 磯 崎） 
      出展／出演者募集について 
◆自主防災:自主防災かわら版 2022‐3 号             （自主防災 野 島） 
       ・生き抜く力!! 
       ・9 月 10 日（土）ミニ防災イベント開催 

(4) ２０２２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）（２０２２年 8 月～9 月）  

① はるひ野夏フェス２０２２ 
 8 月 11 日(木･祝) 14:00 ～ 19:30 詳細は回覧・ホームページをご参照ください 
② 夏季の夜回り 
 8 月 28 日(日) 18:00 ～ 詳細は実施日が近づきましたらホームページでお知らせします 
③9 月度役員会 

9 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） 
④ 町内清掃 
 9 月 10 日(土) 8:00 ～ 9:30 詳細は回覧・ホームページをご参照ください 
⑤ ミニ防災イベント（地震体験車と水消火器を体験しよう） 
 9 月 10 日(土) 10:00 ～ 12:00 詳細は回覧・ホームページをご参照ください 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、１Ｅ，２Ｉ，２Ｊ，３Ｊ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://www.town-haruhino.join-us.jp/rule_recycle.html
https://haru-hino.blogspot.com
https://app.box.com/s/fhzbq7z0zbdb82swctrun0xdnv8triif
haruhino-chonaikai




 

                                                      ２０２２年８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「会議会場参加」も可としますが、コロナ感染防止対策を十分に行って参加 
 

 

 

 

残念ですが、今年の例大祭も昨年と同じ形で執り行うとのことです。 

１） ９月２４日（土）  宵宮、練り歩き、神酒所設営などすべて中止 

２） ９月２５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 

当町内会を代表して、神輿払い、大祭式事に参列します。 

 
 

 

 

 

７月１０日（日）執行の参議院議員通常選挙結果に関する数値を入手しました。 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

 

麻生区制４０周年記念式典 

参議院議員通常選挙 期日前投票での投票立会人 

麻生区町会連合会 理事会 

参議院議員通常選挙 選挙前日準備および選挙当日の投票立会人 

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会 

飯塚 馨氏（麻生区町会連合会相談役） 葬儀参列 

日本オペラ振興会 記念リハーサルスタジオ（黒川）お披露目会 （副会長が代理出席） 

 

１日（金） 

３日（日） 

４日（月） 

９日（土）～１０日（日） 

１６日（土） 

２０日（水） 

２３日（土） 

 

 

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 

１ 

４ 

みなさんご注意ください。 

今年の汁守神社例大祭について ２ 

参議院議員通常選挙 投票者数について （ご参考） ３ 

 

投票区番号 投票所名 有権者数（人） 当日投票数（人） 期日前投票数（人） 投票率（％）

7 麻生小学校 12,952 4,296 4,095 65.18

16 白鳥中学校 11,689 3,813 3,190 60.16

19 はるひ野小中学校 8,674 4,306 1,001 61.52

148,733 55,961 32,781 60.10

1,258,690 - - 55.58

麻生区全体

川崎市全体

2

3

1

1

2

17

1

8

1

2

5

 

　　麻生区にある19投票区の中で、当日投票数が多い3投票区をピックアップ

の数字は、麻生区内での順位



新型コロナウイルス感染症により夏フェスを中止する場合、
   8月8日(月) に町内会メール・LINE等でご案内します。
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回覧 2022年8月6日
夏フェス実行委員会

https://haru-hino.blogspot.com
https://haru-hino.blogspot.com


2022年8月6日

はるひ野町内会 環境美化部会

1  ９月10日（土）
（雨天時の判断に迷う場合は、集合場所にいる地区責任者にお聞きください。）

※雨天で延期する場合は下記URLの「はるひ野町内会お知らせブログ」でお知らせします。

　　http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/

９月11日（日）、９月1７日（土）

2 　午前 ８：００ ～ ９：３０ 頃　まで　

3 　　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 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 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）

・

・

・ 多摩生活環境事務所による回収は、清掃実施後５〜7日程度要します。

7 今年度も飲み物を準備しております。

8 2022年度３回目以降実施予定日　

9 町内清掃終了後は、学校横の「まちかど広場」で開催されている「地震体験車と水消火器体験」にぜひご参加ください！

【各ブロック代表、班長の方へのお願い】

清掃場所    

持 参 品   

     みんなでつくる 美しいまち　はるひ野

環境美化　1/5

実  施  日　　　　　

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（こもれび、いろどり、ひだまり）に集積します。

④12月17日（土）＊今年度最後の清掃になります！

ブロック代表・班長の方には、清掃用具の搬出・配置、参加者の適正誘導、清掃用具の回収・格納、
ごみ袋の回収などの手伝いをお願いしたいので、7時45分までに 各集合場所にお集まりください。

雨天予備日

実施時間 　　

集合場所　　　　

はるひ野 町内清掃実施日 のお知らせ
　　　今年度3回目の町内清掃を実施します。

　　　まだまだ人数が不足しています！

　　　皆様には極力参加いただき、全員で  「美しいまち　はるひ野」 を守りましょう。

　　　万障お繰り合わせの上、各世帯１名以上のご参加　を是非お願いいたします。

　    清掃時はソーシャルディスタンスを確保し、マスク着用でお願いします。

１

２

４

５

３

回 覧

http://www.town-haruhino.join-us.jp/presentation.html
https://app.box.com/s/mzlz87ladza3ks4n84gc8yvs63gxf31x
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はるひ野町内会

  環境美化部会

7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 計

4,540 2,250 4,620 2,560 3,380 4,940 22,290 2,080 2,480 4,680 2,830 3,050 3,850 18,970

4,050 2,220 3,960 1,780 2,530 5,920 20,460 2,560 3,630 7,860 3,340 3,200 3,180 23,770

8,890 4,520 8,700 3,660 5,300 9,100 40,170 4,270 5,320 8,520 4,790 5,680 8,180 36,760

810 530 830 780 1,120 1,150 5,220 540 550 1,160 820 1,110 1,070 5,250

18,290 9,520 18,110 8,780 12,330 21,110 88,140 9,450 11,980 22,220 11,780 13,040 16,280 84,750

市からの奨励金額(見込み) 254,250（円）

古着・古布

計

（一律３円/Kg） 市からの奨励金額 264,420（円）

種類　　　月

古
紙
類

新　聞

雑　誌

ダンボール

　なお、川崎市から町内会への奨励金(年間約50万円)は、環境緑化・美化
　予算に充当しています。
　皆さまの引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

（2021年）下期 （回収量単位：Kg） （2022年）上期 （回収量単位：Kg）

　資源物は『隔週木曜日(第１・３・５木曜）の町内会の資源集団回収』に
　出していただくよう、ご協力をお願いいたします。
　紙資源（新聞・広告類、雑誌・書籍、ダンボール、牛乳パック）の分別や、
　古着・古布の資源回収への供出も引き続きご協力をお願いいたします。

2022年8月6日

資源集団回収へのご協力御礼

  日頃より町内会資源集団回収にご協力いただき、ありがとうございます。
　2022年上半期(1月～6月)実績がまとまりましたので報告いたします。
　この半期の回収量は、この数年続いている85ﾄﾝ前後の横ばいでした。

回 覧
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はるひ野町内会

  環境美化部会

　裁断して普通ごみで出すか、粗大ごみ受付センターに収集依頼してください。
　（収集依頼：TEL 044-930-5300、インターネット申し込みも可、有料）
　次ページに選別に関して記載があります。

　カラス・ネコが狙っています。

☆ ペットボトルは必ず、カン・ビンは、できるかぎり
　キャップやラベルを除去してください。

☆ ビン回収専用の青いかごには、ペットボトルやカン、
　電池、小物金属を入れないでください。

☆ ビンは袋に入れず、裸の状態で青いかごに入れてください。

☆ ふとん、毛布、じゅうたん、ぬいぐるみ、皮革製品は、
　資源集団回収の衣類・古着としては出せません。

☆ 利用できる集積所の割り当ては決まっています。
　 当番制で清掃している集積所も多いので厳守願います。
　　割り当て場所がわからない場合は、住所を連絡ください。

☆ 資源・ごみの収集日を厳守してください。
資源集団回収品(新聞・雑誌・ダンボール・衣類古着・牛乳パック)以外の

市が回収する資源・ごみは、収集日の朝８時までに集積所に出してください。
　出せる日を守れない方は、ごみ集積所の使用を禁止とすることもあります。

☆ ごみは集積所の奥の方に積んでください。

　日頃より町内の環境美化にご協力を賜り、ありがとうございます。
　皆さまに資源・ごみ出しルールについて今一度ご確認いただきたく、
　お願いいたします。
　本回覧に主なものを挙げました。　詳細は、皆さまに配布してある
「資源物とごみの分け方・出し方」(約25ページの冊子)をご確認ください。
　冊子が手元に無い方はご連絡ください。

資源・ごみ出しルール等　厳守のお願い

2022年8月6日

回 覧
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① 資源集団回収：隔週木曜日（第１・３・５、朝８時までに自宅前道路脇に出す）

　（町内会からの委託業者（神商）が回収。川崎市から奨励金が出ます。）

回収対象物：新聞・折込広告類、雑誌・書籍類、ダンボール類、牛乳パック

② ミックスペーパー（雑かみ）：毎週水曜日にごみ集積所に出す（市が収集）

③ 普通ごみ：火、金曜日にごみ集積所に出す（市が収集）

　上記対象物以外の紙類。上記対象物でも、汚れている紙はすべてごみ扱いです。

◎

×
× ふとん、枕、じゅうたん類、マット、ぬいぐるみ、毛布、
会社名入り制服・制帽、皮革製品(コート、手袋等）

（８時に雨が降っていない場合のみ回収します）
その後に雨が予想されるときは、雨が入らないようにしてください。
少しでも濡れていると回収できず、再度、出し直すことになります。

天気が怪しい場合は、次回に回すようにしてください。

（出せるもの）
使用可能な、洗濯した衣類・布類に限ります。
Ｔシャツ、Ｙシャツ、上着類、下着類、ジーンズ、スラックス、着物、
タオル、バスタオル、シーツ、ネクタイ、ハンカチ、スカーフ、
靴下（左右揃い）、つば付帽子（布製）、カーテン

（出せないもの）
汚れが残っていたり　破れているもの全般

　ただし、汚れていたり、強い臭いの残る箱（石鹸、線香など）はごみです
　多少の金具がついている紙も出せます（ホチキス止め、ファイル、バインダー）
　　※ビニール袋に入れて出さない！！　紙袋・紙箱に入れる、紙で包む等にする

《古着・古布類も普通ごみとせず、選別して資源で出しましょう》
新聞・雑誌・ダンボールなどと同じく、資源集団回収対象物です。
半透明ビニール袋に入れ、口を縛って、自宅前道路脇に出してください。

はがきより大きいサイズの紙で、新聞折込広告に類似した品質の１枚ものの定型紙は、
新聞・折込広告類で出せます。（チラシ、ダイレクトメール、印刷物など）
ホチキス止めや糊付けの冊子類は、雑誌・書籍類で出してください。

ダンボールは普通ごみで出さず、面倒でもたたんで保管し、資源として出しましょう。

新聞、雑誌、ダンボールは雨天でも回収します。

牛乳パックも出せます。すすいだ後、たたんで保管し、１０枚以上を一束ねで出します。

　菓子・ティッシュ箱、紙袋、封筒（窓付き含む）、写真、感熱紙、カーボン紙、
　切断紙、紙コップなど

☆ ごみの減量、分別にご協力を！！

《生ごみは、極力、堆肥等に循環させましょう》

《紙類は、まずは資源、つぎにミックス、そのあと ごみ です》
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〈保存版〉

2022年春に開催した『はるひ野縁日』は住民間のコミュニケーションに役立ったと大好評でした。
2022年秋は、「出展/出店＋自由散策」に、『まちかど文化祭』を加え、
「出展/出展/出演＋自由散策」にバージョンアップいたします！
イベント概要と出展/出店/出演者募集をご案内致しますので、奮ってご参加下さい！！

概要
はるひ野住民で出展/出店されたい方は、自宅駐車スペースや庭、近隣の公園などを使って

自由な発想でブースを出展/出店して頂き、その他の皆さんは各ブースを訪ねながら地域を散策できる

自由参加型のイベントとなります。

また今回は、展示スペース/ステージ（＋電子ピアノ）も用意し、気軽に趣味の作品や特技を披露頂き、

はるひ野住民が楽しく交流できるイベントにしたいと思います。

開催日時：2022年 11月12日（土）11:00〜15:00（荒天時は翌13日に順延）

開催会場：
はるひ野縁日： ・自宅や友人宅の駐車スペースや庭

・以下の公園（共同住宅の方や戸建スペースが不適な方にイベント部会が指定）

　　柳町いろどり公園、丸山こもれび公園、等

まちかど文化祭： ・特設ステージ（＋電子ピアノ）・・・柳町いろどり公園（予定）

・特設展示スペース・・・はるひ野町内会事務所（予定）

出展/出店/出演の例：　自由な発想でお考え下さい
はるひ野縁日： 昨年度の例： ガレージセール、手芸品の販売、サークル紹介、休憩所、等

その他： お庭公開、趣味の展示（作品/DIY）、俺と一局（囲碁/将棋/オセロ）、等

まちかど文化祭： 展示スペース： 提供頂いた写真、絵、書、手芸品、等

ステージ： 演奏、ダンス、大道芸、等

お願い：
・是非、この案内をご家族皆さんでお読みいただき、参加についてご相談ください。

・出展/出店/出演希望の方は応募フォーム上の注意事項をご確認下さい。

・出展/出店/出演を予定されている方、こんなことをやってほしいと思われている方、

　ハッシュタグ（♯はるひ野縁日）を付けてTwitterやInstagramで呟いてみてください。

　どんな出展/出店/出演があるか気になる方、「♯はるひ野縁日」で検索してみてください。

　開催当日までみんなで盛り上げていきましょう！

出店/出展については、以下応募フォームにて募集いたします（事前申請をお願い致します）

・第一次登録　9月10日（土）21:00まで 応募フォーム（右QRコードからアクセス可）

・第二次登録　10月15日（土）21:00まで https://forms.gle/2T4pm2CVGxFhDy8k8

応募フォームや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。

2022年8月6日

はるひ野町内会　イベント部会

『2022秋 はるひ野縁日（まちかど文化祭付き）』開催及び出展/出演者募集について

回　覧

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

イベ　1/1
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生き抜く力！！ 

         【もしもの自宅避難の時に役立つ】 
 

1．災害を知ろう 

 身近でおこる災害 

災害列島日本と言われる我が国では、地震だけではなく様々な災害に向き合わなくてはなり

ません。そんな中、自分達で出来る対策をおこなっていきましょう。 

                                                                   

■生き抜く3の法則 
 

⚫ 『呼吸ができること』    
⚫ 『水の確保』                       

⚫ 『食料の確保』 

 

 

 

 

 

２．自宅避難が可能ならば・・ 

 災害時に避難場所への避難は大事ですが、必ずしも場所が確保されるとは限りません。 

小さいお子さんや、ご年配の方がいればなおさら避難所での避難は心労もあることでしょう。 

幸いにも自宅での避難が可能であった場合、どのような事が必要になってくるのかを考えて 

おくことも大事です。 

 

■最低でも3日～1週間の避難を想定 

 
⚫ 飲料水・・・一人1日3リットル × 1週間分 

⚫ ローリングストック・・・レトルトや缶詰などをストックしておき、定期的に消費すること

で、賞味期限切れを防ぐ（非常食でなければいけないわけではありません） 

⚫ 備蓄トイレ・・・一人1日5回×人数×1週間 → トイレが心配で水分を控えた為脱水症

状の危険も。 （いざという時にそなえて、事前に使ってみておくとよい） 

⚫ ペットの食料も大事！ 

回覧 
2022 年 8 月 6 日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

自主防災かわら版  ２０２２‐３号① 
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３．ライフラインの復旧まで 

災害時には電気、ガス、水道などのライフラインの供給が止まります。 

復旧までの間、生活する上で必要なことはもちろん、不安を取り除く事にもつながります。 

 

■ちょっとしたアイデアで役立ったアイテム 

 

⚫ ツナ缶でランプ・・・ツナ缶の油を利用したランプ 

            缶に穴をあけ綿のヒモなどを芯にして使用。 

⚫ キッチンペーパーで紙石けん・・・持ち運びにも便利。アウトドアにも！ 

⚫ ラップでスマホ保護・・・ラップを巻いておく事で、水や汚れから守る。 

                     ラップは傷の応急処置やヒモの代用になったりと、色々と 

使用できるので、備蓄におすすめ。 

    

◆ ガスコンロを使用の場合も思っている以上にガスの本数が必要になるので注意！！ 

 

  ＜参考＞ 

「警視庁 災害対策課ベストツイート集」 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/saigai/yakudachi/index.html 

    

                            

 
     「警視庁 わかりやすく役に立つマンガ版『地震のときはこうしよう！』」  

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/jishin/ 

               

 

    

以上 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/saigai/yakudachi/index.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/jishin/
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/saigai/yakudachi/index.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/jishin/


回覧 
2022 年 8 月 6日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

自主防災  3/3 

        自主防災かわら版 ２０２２‐3 号② 
 

9/10(土)ミニ防災イベント開催 

地震体験車と水消火器を体験しよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日時：2022年９月10日(土) 午前１０時から午後０時まで 

   （雨天決行、荒天中止） 

会場：まちかど広場（丸山こもれび公園・はるひ野小中学校横） 

概要：①川崎市が保有する地震体験車による首都直下地震相当の揺れを   

実際に体験し、自宅の家具等の固定状況の再点検。 

②消防署職員の指導の下、水消火器で初期消火動作の再確認。  

体験：・予約不要。所要時間は地震体験車と水消火器併せて10分程度 

   ・地震体験車又は水消火器のみの体験も可能 

その他：・参加者には参加賞として携帯トイレを進呈 

    ・最終的な開催については、新型コロナウイルス感染症の状況を  

踏まえ、判断予定 

 

～町内清掃が終わったら、まちかど広場のミニ防災イベントへ行こう！！～ 

☛阪神淡路大震災での死因のほとんどは家屋の
倒壊や家具等の転倒による圧死 

☛発災時に適切に消火器を使用できる経験は自
宅の焼失防止や近隣への延焼防止にも効果 

事前に体験すれば対応できる！ 

イメージ 



2022年8月6日

２０２２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・
事務局長・部会長・まちづくり
本部長・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）８/６（土） １７：３０～
オンライン/地域交流センター
・町内会会費/募金集計

役）９/３（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・事務局長・部会長・まちづ
くり本部長・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）

会費集計：８/７(日) ９：００～
三）８/２７（土) １６：００～
運）８/２７（土) １８：００～

三）９/２４（土)１６：００～
運）９/２４（土) １８：００～

環境美化部会 ８/２１（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

９/１０(土) 町内清掃
　８：００～９：３０

環境緑化部会 ８/２８（日） １０：３０～１２：００
事務所orオンライン

９/２５（日） １０：３０～１２：００
事務所orオンライン

交通部会 ８/２１(日)１７：００～１８：００
事務所orオンライン

９/１８(日)１７：００～１８：００
事務所orオンライン

防犯部会 ８/２８（日）１７：００～１８：００
事務所orオンライン

８/２８（日）夜回り １８：００〜

９/１８(日)１４：００～１５：００
事務所orオンライン

広報部会 ８/７（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

９/１１（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 ８/２１（日） １０：３０～１２：００
事務所orオンライン

９/１１（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ８/２０（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

９/１０（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ８/１３(土)９：００～１０：００
事務所＆オンライン

９/１０(土)９：００～１０：００

９/１０(土)ミニ防災イベント
　１０：００～１２：００

※ 夏フェス実行委員会 ８/１１（木祝） はるひ野夏フェス2022

回覧




