
回 覧
２０２２年度 はるひ野町内会

１０月度 役員会 議題 
２０２２年１０月１日

(1) 会⾧からの連絡事項など （会 ⾧ 杉 本） 

(2) ２０２２年度赤い羽根共同募金のお願い （副会⾧ 加 藤） 
(3) まちづくり本部について（※）  (副会⾧ 片 岡) 
(4) 各部会報告

◆環境緑化:毒キノコに注意 （環境美化 小 山） 
◆環境美化:9 月 10 日(土) 町内清掃報告 （環境美化 神 田） 
◆自主防災:自主防かわら版 2022‐5 号 （自主防災 野 島） 

・避難所の生活を考える
・9 月 10 日(土)ミニ防災イベント報告

(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（１０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１０月～１１月）

① 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 

②11 月度役員会
11 月 5 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）

③安否旗掲出訓練
11 月 12 日(土) 8:30 ～ 10:30 

④２０２２秋 はるひ野縁日（まちかど文化祭付き）
11 月 12 日(土) 11:00 ～ 15:00 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、２Ｃ，３Ｂ，３Ｉ，４Ｂ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/9t6mv2px0v32wxxowu0t2r9q3km1fr46


   ２０２２年１０月１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

麻生区内の某ゴミ集積所の話です。 （他町内会の会長からの情報） 

１）このゴミ集積所の現状 

   ①他町内会の会長が撮影した動画を拝見しました。日中でもゴミ袋の間に 

「人を見ても逃げない」ネズミが映っていました 

②ゴミ集積所のルールが守られていません。収集車の作業後でも、ゴミ袋 

を捨てていく方がいました 

   ③ネズミ被害が近隣の戸建・賃貸アパートに広がってるそうです 

２）みなさんへのお願い 

   本件は他人事ではありません。一度ネズミが住み着くと、退治するのは難しいとのことです。 

   ゴミ出しのルールを守り、ゴミ集積所をきれいに使いましょう 

台風と新型コロナ感染症による中止が続き、４年ぶりの開催となります。 

今年の「あさお区民まつり」は第４０回で、「麻生区区制４０周年記念事業」とのコラボ企画とし

て進めてきました。さらに南口で開催している「しんゆりフェスティバル・マルシェ」との同日開

催・共同イベントも準備中です。福引抽選券（先月全戸配布済）を持ってご来場ください！ 

１） 日時  １０月９日（日） １０時～１６時

２） 会場  新百合ヶ丘駅北口＋南口

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

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

あさお区民まつり  実行委員会の事前調整 

あさお区民まつり  役員会 

あさお区民まつり  実行委員会 

麻生区区制４０周年記念事業  絵画展開催の内部調整 

相光園との会議  （はるひ野小中学校前の桜並木について、環境緑化部会と一緒に参加） 

麻生区地域教育会議  運営委員会 

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会 

汁守神社例大祭  神輿払い・大祭式事参加    （みなさんの参加は無し） 

麻生区区制４０周年記念事業＋あさお区民まつり＋南口マルシェ同日開催プロジェクト 

岡上町内会長・五力田町内会長の川崎市自治功労賞受賞を祝う会 

２日（金） 

８日（木） 

８日（木） 

９日（金）、２２日（木） 

１１日（日） 

１４日（水） 

１７日（土） 

２５日（日） 

２７日（火） 

２９日（木） 

副会長の小谷昌宏さんが病気療養中のところ９月に逝去されました。 ここに謹んでお悔やみ申し上げお知らせします。

回  覧 

会長としての主要活動報告（９月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～１１月末】 

会長からの連絡事項など 

１ 

４ 

第７波は減少してきましたが 

まだまだご注意ください 

ゴミ集積所をきれいに使いましょう ２ 

平日１６時頃に撮影 

あさお区民まつりにご来場ください ３ 

https://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000141875.html
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回 覧 

2022年 10月１日 

はるひ野町内会 

２０２２年度赤い羽根共同募金のお願い 

赤い羽根共同募金を感染リスクに配慮した下記要領で実施します。 

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。 

なお、共同募金会発行の広報誌「あさおだより」をあわせて回覧いたしますので、ご覧下さい。 

今年度も昨年度同様、春の赤十字活動資金支援（町内会費集金と同時に実施済み）と秋の赤い羽根共

同募金を実施することとしました。 

【募金の方法】 

1. 町内会の銀行口座に世帯主名（会員名）でお振り込み下さい。

振込先口座

2. 振込期間 ２０２２年１０月１日(土)から１０月３１日(月)まで。

3. 領収書の発行

領収書が必要な方のみ、振込みの際、世帯主名の前に「丁目・番地・号・部屋番号（ハイフンなし）」を

入力して下さい。後日、ご自宅のポストに投函します。領収書不要の方はお名前のみでお願いします。

★記入例：7 丁目 14番 21号ハイツはるひ野 101 号室にお住いの日野春一さんの場合

→ 71421101 ヒノ ハルイチ と記載して下さい。

4. その他

赤い羽根の配布は致しません。ご了解下さい。

【募金の納付】 

お寄せ頂いた募金は、神奈川県共同募金会川崎市麻生区支会に 2022 年 11 月上旬までに納付しま

す。 

募金結果は、町内会掲示板に掲示します。 

・お問い合わせ専用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： haruhino.kaihi@gmail.com

・お預かりした個人情報は、はるひ野町内会個人情報取扱規程に基づき適正に管理します。

以上 

①セレサ川崎農業協同組合 栗平支店（店番 036）

口座番号：普通預金 ００７４０１８

口座名  ：はるひ野町内会 会長 杉本
すぎもと

 秀
ひで

治
はる

②横浜銀行 新百合ヶ丘支店（店番 830）

口座番号：普通預金 ６１６８６１６

口座名  ：はるひ野町内会 会長 杉本
すぎもと

 秀
ひで

治
はる

 

https://www.akaihane.or.jp


 ！注意喚起！危険

保護者の皆様へ

猛毒キノコであるカエンタケ

に関し、水辺のある里山を守

る会より注意喚起をいただい

ております。

黒川谷ツ公園でも見つかって

おりますので、見かけまして

もお子様は絶対に近づかない

よう、また触らないようにご

指導お願い致します。

カエンタケについて
猛毒キノコのカエンタケは、公園や緑地

のナラ枯れのコナラやブナなどの木の根

元に発生します。毒性が強く、誤って食

べると死に至る可能性があります。触れ

るだけで皮膚の炎症を引き起こす場合も

あるので、発見しても

絶対に触らないでください‼

よこみね緑地のナラ枯れについて
よこみね緑地のナラ枯れしたコナラは、

1月に市の事業で15本が伐採されました。

さらに、被害がみられるコナラの伐採を

予定しています。

記：水辺のある里山を守る会

回覧
2022年10月1日

はるひ野町内会

環境緑化部会

環境緑化 1/1



環境美化 1/2 



小田急線沿線沿い植栽 

雑草で隠れてしまっていた植栽も顔を出しました 

いろどり公園内植栽 

外からも見通しの良い公園になりました 

遊具周辺の雑草 

滑り台の下でかくれんぼが出来るような公園になりました 

物置、アパート東の植栽 

綺麗にそろった植栽が映える通りになりました 

ライオンズ前植栽帯

歩いて心地よい通りになりました

西側フェンス下雑草 

蛇も虫も一目で見つけられる通りになりました 

クラスヒル北の植栽帯下

街並み全体の美しさが見渡せる通りになりました

３丁目入り口付近植栽 

学校までの足取りも軽くなるような通りになりました 

トンネル～5 丁目公園

トンネルを出ると、とても明るい通りになりました

ゴルフ場付近植栽帯 

春に植えた植栽も元気に大きくなっています 

環境美化 2/2 



自主防災  1/3 

 

 
 

避難所の生活を考える 
 

日頃から防災意識を高めて、備えておくことが大切です。 

災害が起きる可能性が高い時は、まめに情報を収集しましょう。 

 

１．はるひ野の避難所 

強い地震で自宅が倒壊する危険がある場合や、自然災害が自宅に迫っている場合は、 

行政や消防などの指示に従い、迅速かつ安全に避難所へ移動しましょう。 

 

１．「はるひ野小中学校 地域交流センター」 ※第一順位 

２．「はるひ野小中学校 大アリーナ」 ※避難者数に応じて開放されます。 

 

■避難所の生活について 

① 避難所の環境 

避難所の生活は、プライバシーの確保・衛生面・食事等の制約があ

り、皆で協力しあう意識が大切です。それぞれ生活リズムが違うので生

活が長期化すると、新たな問題が発生することもあります。 

地域交流センターには空調・換気機能はありますが、大アリーナには

空調設備が冷風扇２台しかありません。真夏・真冬など気候が厳しい

時期には、健康維持に注意し、生活する必要があります。 

 

さらに、家族に高齢者・乳幼児のいる避難者には、避難所内での位置

にも配慮が必要です。また、補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を除く

ペットは、衛生上の観点から、居住スペースには持ち込めません。 

 

② 避難所のトイレ 

はるひ野小中学校には“災害用マンホールトイレ”が設置できますが、数は少なく、下水道が損傷した

場合は、使用できなくなる可能性が有ります。 

回 覧 
20２２年１０月１日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

 自主防災かわら版 ２０２２―５号① 



自主防災  2/3 

③ 避難所運営を円滑にするために 

避難所運営の責任者は、原則、避難所に派遣される川崎市職員となります。しかし派遣されるまでに

時間がかかる場合や、円滑な運営のためには、避難者自らが助け合いながら、避難所の運営に協力す

る意識と行動が大切となります。 

避難所の生活が長期化する場合には、総務、情報広報、保健救護、環境衛生、食料、施設物資

などの役割分担を行い、皆が協力して運営する事で、円滑な生活を維持できると実証されています。 

災害発生時に限らず、日頃からの「顔の見える関係」の構築も災害時の備えになります。 

（参考）川崎市ホームページ「避難所運営マニュアル」 

 https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000056988.html 

 

④ 感染症対策について 

避難所では、集団感染を防止するため建物内を適切に換気する必要があります。感染症対策として

必ず「マスク」を着用し、手洗い、咳エチケット、共用で使用する物はアルコール消毒する等の基本的な対

策を行い、避難者がお互いに配慮する必要があります。 

しかしながら、これらの対策を講じたとしても、避難所は集団生活（滞在）の場となり、感染症のリスク

はゼロにはなりません。このため新型コロナウイルス感染症対策の観点からも、自宅避難を含む分散

避難が推奨されています。 

（参考）川崎市ホームページ 「新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について」 

https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000117391.html 

 

 

 

 

 

 

２・自宅避難 

まずは、災害の危険度が低い場合や自宅が安全と判断できる場合は、「自宅避難を優先」して考

えて下さい。 

普段から、３～７日分程度生活ができる携帯トイレ、水、保存食、燃料、日用品などを備蓄したり、

地震の際の家具の転倒防止やガラスの飛散防止措置をしたり、自宅で生活が続けられるよう、準備をし

ておきましょう！ 

以上 

避難とは、「難」を「避」けることであり 

自宅にいることで安全が確保できる場合は、 

避難所に行く必要はありません。 
 



回覧 
2022 年 10月 1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 ２０２２-5 号② 

9/10(土)ミニ防災イベント報告 

はるひ野、黒川合わせて44組111人が 

地震体験車と水消火器を体験しました！ 

9月10日（土）にまちかど広場でミニ防災イベントを

開催しました。地域清掃の後にも関わらず、はるひ野、黒

川合わせて111人の皆さまにご参加頂きました。 

地震体験車は川崎市消防防災指導公社からの派遣

です。震度５強、震度６強、震度７と３パターンの揺れ

が体験できます。ちなみに、2011年3月の東日本大震

災では、はるひ野地域の震度は５弱でしたから、それより

強い揺れということになります。自主防災のメンバーも体験

してみましたが、５強の揺れでさえ、何かに掴まっていない

と耐えられない強さです。何事も経験してみないとわからな

いですね。自宅の家具や什器の固定について大変考えさ

せられました。 

また、麻生消防署からは消火器の操作指導が行われ

ました。地震時に限らず、火災対応は初期消火が大切

だと言われています。しかし、いざその時になっても消火器

の操作方法がわからなければ意味がありません。今回

は、カラーコーンを火災発生源と見立てて、実際の消火

器を手にしながら、消火器の開け方や効果的な消火方

法などを指導してもらいました。 

今後30年間に70%以上の確率で発生するといわれる首都直下地震では、はるひ野地域の震度

は６強と想定されています。そのとき、家の中での危険はどのようなものが考えられるでしょうか？ 

今後も自主防災組織では、地域住民の防災意識の向上に役立つイベントを開催していきますの

で、積極的に参加して下さい！自主防災組織のメンバーも随時募集中です！ 

気持ちの良い青空の下のイベントでした 

大の大人でも耐えられない揺れを体験 

炎ではなく火元を狙うようアドバイス 



2022年10月1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
１０月 １１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）１０/１（土） １７：３０～
オンライン/地域交流センター

役）１１/５（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）１０/２９（土) １６：００～
運）１０/２９（土) １８：００～

三）１１/２６（土) １６：００～
運）１１/２６（土) １８：００～

環境美化部会 １０/２３（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

１１/１３（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） ９：３０～１２：３０
秋のこどもワークショップ

１１/２７（日） １０：３０～１２：００
事務所orオンライン

交通部会 １０/１６(日)１７：００～１８：００
事務所orオンライン

１１/２０(日)１７：００～１８：００
事務所orオンライン

防犯部会 １０/１６（日）１４：００～１５：００
事務所orオンライン

１１/１３（日）１４：００～１５：００
事務所orオンライン

広報部会 １０/２（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

１１/１３（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 １０/１６（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

１１/１２(土)１１：００～１５：００
２０２２秋はるひ野縁日
１１/２０（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 １０/８（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

１１/１１（土） １１：３０～１３：００
事務所orオンライン

自主防災組織 １０/８(土)９：００～１０：００
事務所＆オンライン

１１/１２(土)８：３０～１０：３０
安否旗掲出訓練（予定）

回覧




