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９月 役員定例会の審議事項 
１．児童公園の横浜市への移管について 

２．携帯電波の電波塔について 

３．その他 

 

９月の活動報告 
地域環境委員会 
● 9/18 (月) 保全協会より台風の影響による木や枝の散乱のため片付け作業の連絡 

● 9/22 (金) 台風の影響による木や枝の撤去完了 

コミュニケーション委員会 
● 9/ 1 (金) 連合会だより ３４６号発行 

● 9/13 (水) ３４７号初校 

● 9/26 (火) 連合会だより ３４７号納品 

    ＊３４７号発行に伴う編集会議・原稿依頼・校正  

地域連絡協議委員会 
● 9/14 (木) 敬老の日祝い品受取 

● 9/15 (金) 地域連絡協議会会議、敬老の日祝い品配達・お渡し 

● 9/16 (土) 敬老の日祝い品配達・お渡し 

配達１６自治体、事務局渡し１８自治体 合計４５３人  

● 9/23 (土) 自治会長会議  

子どもはぐくみ委員会 
● 9/30 (土) エコパトロール  

行事委員会  
● 9/16 (土) 第３回健民祭実行委員会 

● 9/30 (土) 第４回健民祭実行委員会  

防災・防犯委員会 
夜間歩き防犯パトロール 

● 9/ 9 (土) 第 168回防犯パトロール   参加者 11名 20:00～20：45 

※9/23（土）については祝日の為、お休み 

 

青色回転灯装備車によるパトロール 

● 9/ 2 (土) 第 143回防犯パトロール 19:15～21:00 

             ※集合場所 福祉センター1階  会議室  

  ※祝日の土曜日、気象警報発令時及び降雪時は中止 

            ※9/16(土)については 3連休の為、お休み    

● 9/ 9 (土) 第 2回防災防犯委員会 参加者 18名 

第 3回防災防犯委員会についての確認及び 意見交換 

スイッチ ON磯子汐見台地区推進委員会(特別委員会) 
● 防犯・青パトの活動  

福祉実行委員会 

● 9/ 8 (金) 中高年の健康づくり体操 開催 (22名）  

● 9/ 9 (土) ふれあい昼食会 

対象者 30 名／来賓 14 名／スタッフ 16 名／ギター純情クラブ 20 名

／フラ ヘレ マーリエ 10名／汐見台中学茶道部 13＋3名    

総勢 106名が集い楽しい一時でした 

● 9/14 (木) うたの広場    61名 

● 9/14 (木) 定例会 

・10/30(土)横浜市社会福祉大会にて萩原良夫様民生委員 

10年の表彰のお知らせ 

・ふれあい昼食会 アンケート集計結果と反省 

・健民祭実行委員会経緯とこれからについて 

・おそうじセミナー11月 22日（水）13時 30分～実施予定 

● 9/15 (金) いそごあかちゃん教室 設営 受付 片付けを担当 

親子 22組  区こ家 2名 学生 2名 いそピヨ 1名 

● エコキャップ回収 

152 ㎏    65,360 個  ワクチン 76 人分  CO2 削減量 478.8 ㎏   

2015年 6月からの累計は 392,848個 

ワクチン 456.8 人分  CO2 削減量 2877.84 ㎏になりました。     

皆様の御協力に感謝申し上げます。 

● 9/16 (土) 健民祭実行委員会 出席 

● 9/22 (金) 中高年の健康づくり体操 開催（17名） 

● 9/23 (土) 連合会役員会 出席 

事務局 
● 9/ 5 (火) 事務局ミーティング  
● 9/ 7 (木) 安全安心まちづくりポスターコンクール審査会 

磯子区制 90周年記念事業実行委員会  

● 9/ 9 (土) 第 2回防災防犯委員会、ふれあい昼食会 
● 9/19 (火) 磯子区連合町内会長会   
● 9/23 (土) 汐見台自治会連合会役員会  

● 9/30 (土) 区制 90周年記念磯子まつり前日祭  

汐見台地区民生委員児童委員協議会及び主任児童委員協議会 
● 9/ 4 (月) 主任児童委員連絡会ティンカーベル活動  

●          屏風ヶ浦・汐見台地区子育て支援フェスタ  

● 9/ 6 (水) 磯子区民生委員児童委員協議会広報委員会  

● 9/ 9 (土) ふれあい昼食会  

● 9/10 (日) 磯子区民生委員児童委員協議会全体研修会  

● 9/11 (月)         〃 

● 9/12 (火) 磯子区民生委員児童委員協議会、 

磯子区民生委員児童委員協議会研修委員会  

● 9/14 (木) うたの広場、福祉実行委員会  

● 9/15 (金) いそご赤ちゃん教室  

● 9/16 (土) 汐見台地区民生委員児童委員協議会  

● 9/19 (火) 主任児童委員連絡会、磯子まつり説明会  

● 9/21 (木) 研修会「主任児童委員における今日的役割について」  
● 9/26 (火) 赤ちゃん訪問連絡会  

汐見台地区スポーツ推進委員連絡協議会 
● 8/30 (水) 研修部会 

● 9/12 (火) 正副会長会議   

● 9/24 (日) 横浜シーサイドトライアスロン大会（八景島） 

10 月地域の活動予定 
●10/ 1(日) 磯子区制 90周年記念式典 9:00～9:45 磯子公会堂 

●10/ 5(水) スイッチ ON磯子 A会議室 10:00～12:00 

●10/15(日) 健民祭  9:30～15:30 汐見台小学校校庭 

●10/17(火) 磯子区連合町内会長会 10:00～ 

●10/21(土) 定例役員会 10:00～A・B会議室 

      自治会長会議 13:00～ 扇の間 

●10/28(土) 第 2回汐見台小学校地域防災拠点運営委員会 9:30～12:30 

      汐見台小学校 2階 PTA会議室 

      第 2回汐見台中学校地域防災拠点運営委員会 9:00～14:00 

      汐見台中学校 2階視聴覚室 

      エコパトロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度夏まつり会計報告 
予算：２５０,０００円 

 

☆夜間歩き防犯パトロールのご協力へのお願い 

毎月第 2・第 4 (土) 20時～21時  福祉センター1F 19時 50分集合 

１０月度夜間歩き防犯パトロール当番自治会は下記のとおりです。ご協力お願い

致します。どなたでも参加できます。（中学生以上） ※配布しました当番表参照  

★10月 14日(土) 

１丁目 ― グランドステージ磯子、ゼネラル分譲、鹿島建設社宅・寮 

２丁目 ― レーベンハイム横浜汐見台ザ・テラス、ライオンズ横浜汐見台シーズ

ンヴィラ、ヒルコートテラス横浜汐見台 

３丁目 ― マイキャッスル汐見台、ジェイパーク横濱ヒルズ、ジェイパークヒルズ上

大岡 

★10月 28日(土) 

１丁目 ― 汐見台第５住宅、汐見台第３住宅、汐見台第４分譲 

２丁目 ― NPO法人アイ・アム、汐見台第 13分譲、第６分譲 

３丁目 ― 汐見台第一団地、東京ガス住宅、東京ガス独身寮 
 

決  算 　　　　　内                訳

１イ　ベ　ン　ト　費 61,965

①浜小学校和太鼓 2,850 参加人数 30人（＠95×30人）

②汐見台小学校金管バンド 2,945 参加人数 31人（＠95×31人）

③汐見台中学校吹奏楽部 7,410 参加人数 70人（＠95×78人）

27,000 楽器運搬代

④みこし 5,880 参加人数 70人（＠84×70人）

⑤森浅間神社お囃子 10,000 お車代

⑦盆踊り 5,880 参加賞　

⑧予備費 0 人数変動による予備費

２飲　　食　　費　　　　 84,578

①お弁当代 51,862 ボランティア（１５人）実行委員（３１人）

本部・その他（３８人）

②飲み物代 32,716 氷・お茶・ジュース他

３接　　待　　費 32,700

32,700 来賓用

４そ　　の　　他 52,704

①電気配線代　 36,180

②まつり保険代　 5,000

③会議室使用料 6,180

5,344 法被ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ･駐車場代･虫除け･その他

0

231,947　　　合　　計

　　　　　　　費目

①粗品代

④雑費

⑤予備費

お祝いを頂きました

（順不同） 
★汐見台商店会様  

10,000 円 

★（株）ソナーズ様  

10,000 円 

★一般財団法人神奈川

県団地住宅福祉協会様 

10,000 円 

★かながわ土地建物保

全協会 横浜南ｻｰﾋﾞｽｾﾝ

ﾀ―様 

5,000 円 

★磯子区長様 

3,000 円 

★汐見台小学校様 

3,000 円 

★磯子区社会福祉協議

会様 

3,000 円 
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