
回 覧 
２０２２年度 はるひ野町内会 

９月度 役員会 議題 
２０２２年 9 月 3 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』開催結果について         （副会⾧ 中 村） 
(3) まちづくり本部の今後の進め方（※）          (副会⾧ 片 岡) 
(4) 各部会報告 

◆自主防災:自主防かわら版 2022‐4 号             （自主防災 野 島） 
      ・自宅避難を想定した準備・対策 
      ・9 月 10 日(土)ミニ防災イベント開催（再回覧） 
◆環境美化:町内清掃実施日(9 月 10 日(土))のお知らせ（再回覧）  （環境美化 神 田） 
◆イベント:『2022 秋 はるひ野縁日(まちかど文化祭付き) 』開催  （イベント 磯 崎） 
      及び出展／出演者募集について（※全戸配布） 

(5) ２０２２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（９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９月～１０月）  

① 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 
②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 
③10 月度役員会 
 10 月 1 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桜プロジェクト 秋のこどもワークショップ 
 10 月 15 日(土) 9:30 ～ 12:30 詳細は各掲示板をご参照ください 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、２Ａ，３Ａ，４Ａ，５Ｅ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://app.box.com/s/48nwoumfbioizhuf2ejuw0e3ltdq5gfj


 

                                                      ２０２２年９月３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 
 

 

 

 

会費集金にご協力いただきましてありがとうございました。 

コロナ禍のため、今年度も次の対応をさせていただきました。 

１） みなさんの接触回数を減らすために、集金回数を２回→１回に 

変更 (集金額を 1年分まとめて集金) 

２） 同じ目的で、「町内会口座へ会費を振り込む」形での集金方式 

を５～６月に先行実施 （右表は３年間の推移） 

 

 

 

 

７月の回覧にも記載しましたが、還付金詐欺の被害額・件数が急増しています。 

被害者も「６０歳代前半の方々」が急増中です。私は被害者年齢が「４０～５０歳代」に広がってくると危惧しています。 

日頃、「自分は詐欺に遭うことは無い」 「自分のところに電話が来ることは無い」と思っている方々に電話が入り、しかも 

「還付金」という言葉は使わずに「医療費の払い戻し」「〇〇の返金」といった還付金詐欺と思わせない工夫があるとのこと

です。 

１） 手口 

電話1回でATM に誘導するのではなく、２回(２日)に分けて電話が来るパターンです 

① １回目の架電 

・「数ヶ月前に還付金(「〇〇の払い戻し」などと説明)に関するハガキを郵送したが、連絡がないので、確認の 

ための電話をした。後続処理を行うが念のために携帯電話番号を教えて欲しい」と犯人から説明がある 

・被害者はその架電で金銭に絡むことを要求されないので本物と思いこんでしまい、携帯電話番号を教えて 

しまう 

② ２回目の架電（数日後に携帯電話に架電） 

・すでに本物と思いこんでいるため、そのまま騙されてしまう 

・払い戻しには期限があると焦らされ、いますぐに携帯電話を持って近くのATMに向かうように話が進む 

２） 還付金詐欺とは 

自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の過払いや一部未払いの年金があるなどの 

架電があり、ATM から犯人側に振り込んでしまう詐欺です 

 

 

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

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

共同募金運動関連調整 （赤い羽根募金・年末たすけあい募金） 

麻生区町会連合会 研修・勉強会担当委員会 

麻生区区政４０周年記念事業 プロジェクト会議 

夏フェス関連の対外事前調整および事後対応 （麻生区役所・他町内会/自治会など） 

 

 

８日（月）～１３日（土） 

１８日（木） 

２４日（水） 

－ 

 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（８月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～１０月末】 

会長からの連絡事項など 

１ 

４ 

なかなか減少しません 

みなさんご注意ください 

町内会費集金のお礼 ２ 

麻生警察署からの「緊急連絡」です  還付金詐欺被害急増！ ３ 

 

年度 ２０２０ ２０２１ ２０２２

世帯数 １１４ ２１２ ３６９

振り込み世帯数推移（単位：振り込み件数） 

ご注意ください 



8月11日（木・山の日）に「夏フェス」を開催致しました。
みなさんのご協力もあり、大きな事故もなく無事開催できたことを感謝致します!!

開催実施概要:8月11日（木・山の日）14:00～19:30　はるひ野小中学校　校庭にて
「はるひ野夏フェス2022」は、屋外イベントで３密回避・換気の徹底が可能なことにより、
次の対策を講じた上での実施致しました。
・厚生労働省「イベント開催時における感染症防止安全計画等について（改定その5）」
・環境省「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン」
　⇒参加人数の集計結果:延べ2,821名の参加を記録しました!!（3年前は550名程度）
想定を超える参加者で、ゲームやキッチンカーでの購入等、十分に楽しめなかった方々もいらしたかと
思います。まだ運営側も経験値が浅く、これから「町内のみんなで育てていく夏の恒例イベント」として
回を重ねられればと考えておりますので、引き続き温かい目で支援・協力を頂ければと思います。

【会場の様子】

　　ゲームコーナー（ストラックアウト） 空手演武（ステージにて）

　　　ウェルカムゲート
　　ビンゴ抽選会（ステージにて） 花火タイム（手持ち・噴上）

①来年の「夏フェス」に向けたアンケートにご協力下さい!
参加した方に参加状況と感想を、参加出来なかった方にも
「来年はこうして欲しい!」といったご意見を募集しております。
よりよい夏フェスにする為にも是非ご協力を!!

https://forms.gle/YW81gH4iUQE8Kapr8
　(アンケート入力による個人情報の収集はありません）

②「夏フェス」当日の写真を募集致します!
町内会が管理するホームページや記念誌、次回夏フェスの広報素材として利用できる
写真を広く募集しております。（顔のモザイク等、個人が特定出来ない様こちらで加工いたします。）
ご協力いただける方は下記実行委員会メールアドレスまで送付をお願い致します。
　　　　　ーーーー画像送付・お問い合わせ先　ーーーー
　　　　　　　 はるひ野町内会　夏フェス実行委員会
               haruhino.summer@gmail.com

2022年9月3日

はるひ野町内会

夏フェス実行委員会

『はるひ野夏フェス2022』開催結果について

回　覧

アンケートフォームはこちらです!⇒

こちらのQRコードから

メールフォームが起動します⇒

夏フェス　1/1

https://forms.gle/YW81gH4iUQE8Kapr8
https://forms.gle/YW81gH4iUQE8Kapr8
mailto:haruhino.summer@gmail.com
mailto:haruhino.summer@gmail.com
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【もしもの自宅避難の時に役立つ】 
 

先月8月号に引き続き、自宅避難を想定した準備・対策情報などについて、

ご案内します。 

災害に遭遇した場合の必要不可欠のアイテムは、水、食料、簡易（携帯）トイ

レであることは先月号でもお知らせしましたが、今回は特に水、簡易トイレの

用意が出来ていなかった場合を想定し、緊急対応を含めてのご案内です。 

 

■水と食料の備蓄および応急対応 

(1)水は大人１人で1日約3ℓ必要とされており、家族の人数分を      

掛け算した数が最低限の量の備蓄を心がけましょう。（4人家族

の場合、1週間で必要な量は約84ℓ） 

備蓄で対応出来なくなった場合の、はるひ野地区を含む麻生

区の応急給水拠点マップ（2022年４月現在）およびその利用方

法を下記ＵＲＬで確認出来ます。是非平時に現地の場所を一度ご

確認いただくことをお奨めします。   

【リンク】 応急給水拠点マップ（麻生区） 

https://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000085/85389/asao.pdf 

 

(2)食料も普段から口にする缶詰やインスタント食品を多めに購入し、普段食べながら防

災用にもローリングストック（回転備蓄）しましょう。 

備蓄品の消費期限が近づいたら、災害を想定した疑似体験（自宅キャンプ等）で使うのも

よいでしょう。 

 

 ■簡易・携帯トイレの準備と応急対応 

(1)基本簡易トイレや携帯トイレを複数分用意しておきましょう。 

 

（２）また自宅トイレが流せなくなっても、身近にあるもので作れる「流

さないトイレ」で応急対応しましょう。まず便器にポリ袋を二重にかぶ

せ、吸収剤（折り畳んだ新聞紙、おむつ類、犬用トイレシートなど）を入

れれば当面のトイレとして使用できます。 

回覧 
2022 年 9 月 3 日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

          自主防災かわら版 ２０２２-４号① 

 

https://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000085/85389/asao.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000085/85389/asao.pdf
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■カセットコンロ・ガスボンベの準備 

  災害時には、電気やガスが止まる可能性があるので、カセットコンロとガスボンベも 

備えておくと良いでしょう。 

  大人１人で１週間に必要な量は、約６本とされています。定期的に使用し、時々点検など

行うとよいでしょう。（使用期限の目安は、カセットボンベが約7年、カセットコンロは約10

年と言われています。） 

 

■懐中電灯・ランタン・ヘッドライトの準備 

  電気やガスが止まって暗くなった際には、怪我をする危険があります。LEDランタン

や、手が塞がらないヘッドライトを用意しておくとよいでしょう。災害時に使用できないと

困るので、電池が不足していないか定期的な確認もしましょう。 

 

■その他 

上記以外にも、各家庭で必要なものを用意することをお奨めします。 

 

調理器具 
簡易食器（紙皿、スプーンなど）、アルミホイル、食品用ラップ、密閉可能

な食品保存のビニール袋など 

生活用品 
汚物処理袋、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、新聞紙、ビニール

袋、寝袋、衣類、ドライシャンプー、救急医療品、電池、ロープ、ナイフなど 

その他 

車のガソリン満タンにしておく（不要不急な給油を避けることや、緊急車

両への優先給油への協力になる） 

ペットが行方不明にならないための対策（鑑札、迷子札、マイクロチップ

など） 

 

以上 



回覧 
2022 年 9 月 3日 

はるひ野町内会 自主防災組織 
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  自主防災かわら版 ２０２２-４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 

 ～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 

まちかど広場 

開催します！ 



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

haruhino-chonaikai
2022年9月3日�

haruhino-chonaikai
環境美化 1/1�

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


2022年9月3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

９月 １０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）９/３（土） １７：３０～

オンライン/地域交流センター

役）１０/１（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）

三）９/２４（土)１６：００～

運）９/２４（土) １８：００～

三）１０/２９（土) １６：００～

運）１０/２９（土) １８：００～

環境美化部会 ９/１０(土) 町内清掃

　８：００～９：３０

１０/２３（日） ９：００～１０：００

事務所orオンライン

環境緑化部会 － １０/２（日） １０：３０～１２：００

事務所orオンライン

１０/１５(土) 秋のこどもワークショップ

 ９：３０～１２：３０

交通部会 ９/１８(日)１７：００～１８：００

事務所orオンライン

１０/１６(日)１７：００～１８：００

事務所orオンライン

防犯部会 ９/１８(日)１４：００～１５：００

事務所orオンライン

１０/１６（日）１４：００～１５：００

事務所orオンライン

広報部会 ９/１１（日） １６：００～１７：３０

事務所orオンライン

１０/２（日） １６：００～１７：３０

事務所orオンライン

イベント部会 ９/１１（日） １０：００～１２：００

事務所orオンライン

１０/１６（日） １０：００～１２：００

事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ９/１０（土） １５：００～１６：３０

事務所orオンライン

１０/８（土） １５：００～１６：３０

事務所orオンライン

自主防災組織 ９/１０(土)９：００～１０：００

事務所＆オンライン

９/１０(土)ミニ防災イベント

 １０：００～１２：００

１０/８(土)９：００～１０：００

事務所＆オンライン

回覧




