
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                一丁目町内会長一丁目町内会長一丁目町内会長一丁目町内会長    小林国男小林国男小林国男小林国男 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

鶴が丘一丁目       

町内会だより  

第１２１号 
 

平成２５年２月１５日発行 

世帯数１,１８９(H.２５.１.１０現在) 

「新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします」「新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします」「新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします」「新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします」    

今度の春で、私も含めて町内会役員の４分の３が任期満了を迎えます。幸い去年新任今度の春で、私も含めて町内会役員の４分の３が任期満了を迎えます。幸い去年新任今度の春で、私も含めて町内会役員の４分の３が任期満了を迎えます。幸い去年新任今度の春で、私も含めて町内会役員の４分の３が任期満了を迎えます。幸い去年新任    

された１０名近くの方々が居られますので、今までのノウハウなどは引き継がれてスされた１０名近くの方々が居られますので、今までのノウハウなどは引き継がれてスされた１０名近くの方々が居られますので、今までのノウハウなどは引き継がれてスされた１０名近くの方々が居られますので、今までのノウハウなどは引き継がれてスムムムム    

ースな新年度に入れるかと期待しています。期日が迫って来ますと、ースな新年度に入れるかと期待しています。期日が迫って来ますと、ースな新年度に入れるかと期待しています。期日が迫って来ますと、ースな新年度に入れるかと期待しています。期日が迫って来ますと、遣り遣り遣り遣り残したこ残したこ残したこ残したことがとがとがとが    

山積しているのに気がつき、結構忙しい毎日です。ここで検討中のいくつかをご山積しているのに気がつき、結構忙しい毎日です。ここで検討中のいくつかをご山積しているのに気がつき、結構忙しい毎日です。ここで検討中のいくつかをご山積しているのに気がつき、結構忙しい毎日です。ここで検討中のいくつかをご紹介し紹介し紹介し紹介し    

ます。ます。ます。ます。    

１つ目は、町内会のホームページです。既にポスターなどで１つ目は、町内会のホームページです。既にポスターなどで１つ目は、町内会のホームページです。既にポスターなどで１つ目は、町内会のホームページです。既にポスターなどでお知らせしていますが、お知らせしていますが、お知らせしていますが、お知らせしていますが、    

１丁目だけではなく、お店も含めた広い地域・内容と、役にたつ手段としてこれから１丁目だけではなく、お店も含めた広い地域・内容と、役にたつ手段としてこれから１丁目だけではなく、お店も含めた広い地域・内容と、役にたつ手段としてこれから１丁目だけではなく、お店も含めた広い地域・内容と、役にたつ手段としてこれから育育育育    

てるための第１歩です。「鶴が丘ドットコム」で探してみてください。回覧とホームてるための第１歩です。「鶴が丘ドットコム」で探してみてください。回覧とホームてるための第１歩です。「鶴が丘ドットコム」で探してみてください。回覧とホームてるための第１歩です。「鶴が丘ドットコム」で探してみてください。回覧とホームペーペーペーペー    

ジの２本立てがしばらくは続きます。ジの２本立てがしばらくは続きます。ジの２本立てがしばらくは続きます。ジの２本立てがしばらくは続きます。    

２つ目は、以前にお約束した「除草サービスの事業化」です。もう少しサービスを拡げて、病院への送迎とか、２つ目は、以前にお約束した「除草サービスの事業化」です。もう少しサービスを拡げて、病院への送迎とか、２つ目は、以前にお約束した「除草サービスの事業化」です。もう少しサービスを拡げて、病院への送迎とか、２つ目は、以前にお約束した「除草サービスの事業化」です。もう少しサービスを拡げて、病院への送迎とか、ペペペペ    

ットのお世話とかもできる仕組みを検討しています。その中で「地域通貨」の導入も面白いかと思います。ットのお世話とかもできる仕組みを検討しています。その中で「地域通貨」の導入も面白いかと思います。ットのお世話とかもできる仕組みを検討しています。その中で「地域通貨」の導入も面白いかと思います。ットのお世話とかもできる仕組みを検討しています。その中で「地域通貨」の導入も面白いかと思います。地域の地域の地域の地域の    

大学や高校の学生さん達の協力も相談したいと思います。これはしばらく検討の時間がかかるでしょうが。大学や高校の学生さん達の協力も相談したいと思います。これはしばらく検討の時間がかかるでしょうが。大学や高校の学生さん達の協力も相談したいと思います。これはしばらく検討の時間がかかるでしょうが。大学や高校の学生さん達の協力も相談したいと思います。これはしばらく検討の時間がかかるでしょうが。    

３つ目は、災害の時にせめて安否確認が、「お隣同士」でやれるように制度をしっかり作り上げることです。３つ目は、災害の時にせめて安否確認が、「お隣同士」でやれるように制度をしっかり作り上げることです。３つ目は、災害の時にせめて安否確認が、「お隣同士」でやれるように制度をしっかり作り上げることです。３つ目は、災害の時にせめて安否確認が、「お隣同士」でやれるように制度をしっかり作り上げることです。    

今までも１丁目今までも１丁目今までも１丁目今までも１丁目町内会町内会町内会町内会にはあったのですが、なにをどうやるか明瞭ではありませんでした。にはあったのですが、なにをどうやるか明瞭ではありませんでした。にはあったのですが、なにをどうやるか明瞭ではありませんでした。にはあったのですが、なにをどうやるか明瞭ではありませんでした。今回の仙台市今回の仙台市今回の仙台市今回の仙台市登録制登録制登録制登録制    

度の度の度の度の開始を機会として利用し開始を機会として利用し開始を機会として利用し開始を機会として利用し、、、、民生委員さんなどとの連携も図ります。民生委員さんなどとの連携も図ります。民生委員さんなどとの連携も図ります。民生委員さんなどとの連携も図ります。    

 

新新新新    春春春春    懇懇懇懇    親親親親    会会会会    

平成２５年１月２０日（日）１１時から鶴が丘コミュニティセンターにて年の初めに平成２５年１月２０日（日）１１時から鶴が丘コミュニティセンターにて年の初めに平成２５年１月２０日（日）１１時から鶴が丘コミュニティセンターにて年の初めに平成２５年１月２０日（日）１１時から鶴が丘コミュニティセンターにて年の初めに

町内会の有志町内会の有志町内会の有志町内会の有志１２０名が集い、新年会が開かれました。初めから盛り上がり、新春１２０名が集い、新年会が開かれました。初めから盛り上がり、新春１２０名が集い、新年会が開かれました。初めから盛り上がり、新春１２０名が集い、新年会が開かれました。初めから盛り上がり、新春

の踊りの踊りの踊りの踊り（新日本舞踊：音葉芳美さん）（新日本舞踊：音葉芳美さん）（新日本舞踊：音葉芳美さん）（新日本舞踊：音葉芳美さん）に続き、カラオケ、抽選会と和気あいあい。最に続き、カラオケ、抽選会と和気あいあい。最に続き、カラオケ、抽選会と和気あいあい。最に続き、カラオケ、抽選会と和気あいあい。最

後に「いつでも夢を」と「上を向いて歩こう」をみんなで唄い一本締めで閉会となり後に「いつでも夢を」と「上を向いて歩こう」をみんなで唄い一本締めで閉会となり後に「いつでも夢を」と「上を向いて歩こう」をみんなで唄い一本締めで閉会となり後に「いつでも夢を」と「上を向いて歩こう」をみんなで唄い一本締めで閉会となり

ました。縁あって鶴が丘に住む私たち。「年を重ねた今、何かの折に参加して人とました。縁あって鶴が丘に住む私たち。「年を重ねた今、何かの折に参加して人とました。縁あって鶴が丘に住む私たち。「年を重ねた今、何かの折に参加して人とました。縁あって鶴が丘に住む私たち。「年を重ねた今、何かの折に参加して人と

会うのがいいかなと思うようになりました」との声のように学校や職場とも離れ、地会うのがいいかなと思うようになりました」との声のように学校や職場とも離れ、地会うのがいいかなと思うようになりました」との声のように学校や職場とも離れ、地会うのがいいかなと思うようになりました」との声のように学校や職場とも離れ、地

域域域域ででででのつながりの必要性を感じる方は増えてくるでしょう。のつながりの必要性を感じる方は増えてくるでしょう。のつながりの必要性を感じる方は増えてくるでしょう。のつながりの必要性を感じる方は増えてくるでしょう。お互いお互いお互いお互い暖かい声を掛け暖かい声を掛け暖かい声を掛け暖かい声を掛け

合えるそんな町内会をつくっていけると感じた新年会でした。合えるそんな町内会をつくっていけると感じた新年会でした。合えるそんな町内会をつくっていけると感じた新年会でした。合えるそんな町内会をつくっていけると感じた新年会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ 

 

 

 

 

 
 

 

元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で少しずつ工夫して創ります。元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で少しずつ工夫して創ります。元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で少しずつ工夫して創ります。元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で少しずつ工夫して創ります。 

１丁目町内会は今年も頑張ります！１丁目町内会は今年も頑張ります！１丁目町内会は今年も頑張ります！１丁目町内会は今年も頑張ります！ 

小林会長小林会長小林会長小林会長    
松寿会植野会松寿会植野会松寿会植野会松寿会植野会長長長長    

金子副会長乾杯金子副会長乾杯金子副会長乾杯金子副会長乾杯    

抽選会抽選会抽選会抽選会の景品の景品の景品の景品    

みんなで歌おうみんなで歌おうみんなで歌おうみんなで歌おう    

望月副会長望月副会長望月副会長望月副会長    

受け付け受け付け受け付け受け付け    

演目：紅の舟唄演目：紅の舟唄演目：紅の舟唄演目：紅の舟唄    

抽選会抽選会抽選会抽選会    

大当たり大当たり大当たり大当たり    

松寿会の皆様松寿会の皆様松寿会の皆様松寿会の皆様    

皆さんカラオケの熱唱皆さんカラオケの熱唱皆さんカラオケの熱唱皆さんカラオケの熱唱    



      10 月月月月    秋まつり（ミニスポーツ）秋まつり（ミニスポーツ）秋まつり（ミニスポーツ）秋まつり（ミニスポーツ） 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康講座健康講座健康講座健康講座 
１０月２８日（日）９：３０から１０月２８日（日）９：３０から１０月２８日（日）９：３０から１０月２８日（日）９：３０から鶴が鶴が鶴が鶴が    

丘コミュニティセンターにてシニア元気丘コミュニティセンターにてシニア元気丘コミュニティセンターにてシニア元気丘コミュニティセンターにてシニア元気    

笑学校笑学校笑学校笑学校    渡辺源治さん渡辺源治さん渡辺源治さん渡辺源治さんを迎えを迎えを迎えを迎え「「「「PPPPPPPP----KKKK 方方方方    

程式＝（つながる＋そなえる＋楽しむ程式＝（つながる＋そなえる＋楽しむ程式＝（つながる＋そなえる＋楽しむ程式＝（つながる＋そなえる＋楽しむ））））    

×熱い思い×熱い思い×熱い思い×熱い思い」」」」で人生楽しく生きましょうで人生楽しく生きましょうで人生楽しく生きましょうで人生楽しく生きましょう    

とユーモアたっぷりの講演をとユーモアたっぷりの講演をとユーモアたっぷりの講演をとユーモアたっぷりの講演をいただきいただきいただきいただきまままま    

した。した。した。した。講演会後は映画講演会後は映画講演会後は映画講演会後は映画    村上和雄ドキュ村上和雄ドキュ村上和雄ドキュ村上和雄ドキュ    

メント「メント「メント「メント「SWITCHSWITCHSWITCHSWITCH」遺伝子が目覚める瞬」遺伝子が目覚める瞬」遺伝子が目覚める瞬」遺伝子が目覚める瞬    

間を上映しました。間を上映しました。間を上映しました。間を上映しました。    

 

10101010 月月月月 21212121 日（日）日（日）日（日）日（日）６：３０～６：３０～６：３０～６：３０～    

今年度２回目の今年度２回目の今年度２回目の今年度２回目の花植えが行われました。花植えが行われました。花植えが行われました。花植えが行われました。    

一丁目公園、一丁目南公園（三角公園）、一丁目公園、一丁目南公園（三角公園）、一丁目公園、一丁目南公園（三角公園）、一丁目公園、一丁目南公園（三角公園）、    

南集会所、松南集会所、松南集会所、松南集会所、松木沢北公園木沢北公園木沢北公園木沢北公園    

 

 

 

   

 

 

 

 

秋の公園・秋の公園・秋の公園・秋の公園・花壇の花植花壇の花植花壇の花植花壇の花植ええええ 

松木沢北公園 一丁目公園 

１０月７日（日）１０１０月７日（日）１０１０月７日（日）１０１０月７日（日）１０時より時より時より時より一丁目公園一丁目公園一丁目公園一丁目公園にて秋まつりが行われましにて秋まつりが行われましにて秋まつりが行われましにて秋まつりが行われまし

た。すっきりした秋空の下、２０５世帯、た。すっきりした秋空の下、２０５世帯、た。すっきりした秋空の下、２０５世帯、た。すっきりした秋空の下、２０５世帯、約４００名約４００名約４００名約４００名が参加しました。が参加しました。が参加しました。が参加しました。

競技は競技は競技は競技はビン釣り競争、借り物競争、救出リレー、未就学児童かけっビン釣り競争、借り物競争、救出リレー、未就学児童かけっビン釣り競争、借り物競争、救出リレー、未就学児童かけっビン釣り競争、借り物競争、救出リレー、未就学児童かけっ

こなどこなどこなどこなど６競技６競技６競技６競技が行われました。が行われました。が行われました。が行われました。    

備蓄食品の販売や、玉こんにゃく、婦人防火クラブによる炊き出し備蓄食品の販売や、玉こんにゃく、婦人防火クラブによる炊き出し備蓄食品の販売や、玉こんにゃく、婦人防火クラブによる炊き出し備蓄食品の販売や、玉こんにゃく、婦人防火クラブによる炊き出し

ご飯が振舞われました。ご飯が振舞われました。ご飯が振舞われました。ご飯が振舞われました。    

  

凍結防止剤の配布について凍結防止剤の配布について凍結防止剤の配布について凍結防止剤の配布について    

今年は雪の今年は雪の今年は雪の今年は雪の日が多く、道路で凍ってい日が多く、道路で凍ってい日が多く、道路で凍ってい日が多く、道路で凍ってい

て危険な場所が見受けられます。町内会て危険な場所が見受けられます。町内会て危険な場所が見受けられます。町内会て危険な場所が見受けられます。町内会

でも凍結防止剤がありますでも凍結防止剤がありますでも凍結防止剤がありますでも凍結防止剤がありますので、必要なので、必要なので、必要なので、必要な

方は地区長さんへ問い合わせ方は地区長さんへ問い合わせ方は地区長さんへ問い合わせ方は地区長さんへ問い合わせ下下下下さい。さい。さい。さい。    

残り少なくなってきて残り少なくなってきて残り少なくなってきて残り少なくなってきています。います。います。います。    

お知らせ 

渡辺校長先生渡辺校長先生渡辺校長先生渡辺校長先生 

ﾋﾟｱﾉ：楠田由紀子さん 

 

 

11111111 月月月月文化行事文化行事文化行事文化行事        

「「「「秋のコンサート」秋のコンサート」秋のコンサート」秋のコンサート」    

１１月１１日（日）１４１１月１１日（日）１４１１月１１日（日）１４１１月１１日（日）１４時から時から時から時から鶴が丘コミュニティセ鶴が丘コミュニティセ鶴が丘コミュニティセ鶴が丘コミュニティセ

ンターにてンターにてンターにてンターにて渡辺正二さんをお迎えし渡辺正二さんをお迎えし渡辺正二さんをお迎えし渡辺正二さんをお迎えしコンサートがコンサートがコンサートがコンサートが

開催されました。渡辺さんは開催されました。渡辺さんは開催されました。渡辺さんは開催されました。渡辺さんは 2009200920092009 年日本アマチュ年日本アマチュ年日本アマチュ年日本アマチュ

アシャンソンコンクール全国大会でアシャンソンコンクール全国大会でアシャンソンコンクール全国大会でアシャンソンコンクール全国大会で 1111 位位位位をををを受賞受賞受賞受賞しししし

たテノールたテノールたテノールたテノール歌手です。歌手です。歌手です。歌手です。    

    

リサイタル（独唱会）では、１４曲ものリサイタル（独唱会）では、１４曲ものリサイタル（独唱会）では、１４曲ものリサイタル（独唱会）では、１４曲ものすばらしいすばらしいすばらしいすばらしい

歌声が場内に響きわたりました。歌声が場内に響きわたりました。歌声が場内に響きわたりました。歌声が場内に響きわたりました。    

 

映画の上映映画の上映映画の上映映画の上映 



 

ホームページを見る方法ホームページを見る方法ホームページを見る方法ホームページを見る方法    

検索サイト（ＹＡＨＯＯ、検索サイト（ＹＡＨＯＯ、検索サイト（ＹＡＨＯＯ、検索サイト（ＹＡＨＯＯ、ｇｏｏｇｌｅｇｏｏｇｌｅｇｏｏｇｌｅｇｏｏｇｌｅ等）で鶴が丘等）で鶴が丘等）で鶴が丘等）で鶴が丘    

ドットコムで検索してください。ドットコムで検索してください。ドットコムで検索してください。ドットコムで検索してください。または直接ホームまたは直接ホームまたは直接ホームまたは直接ホーム    

ページアドレス欄でページアドレス欄でページアドレス欄でページアドレス欄で    http://tsurugaoka.com/    とととと 

入力してください。入力してください。入力してください。入力してください。    

 

ホームページが開設されましたホームページが開設されましたホームページが開設されましたホームページが開設されました 
1111 月より鶴が丘一丁目町内会のホームページが月より鶴が丘一丁目町内会のホームページが月より鶴が丘一丁目町内会のホームページが月より鶴が丘一丁目町内会のホームページが開設開設開設開設されされされされ    

ました。これにより町内会の情報をホームページでも提供ました。これにより町内会の情報をホームページでも提供ました。これにより町内会の情報をホームページでも提供ました。これにより町内会の情報をホームページでも提供    

していきます。みなさんご覧にしていきます。みなさんご覧にしていきます。みなさんご覧にしていきます。みなさんご覧にななななってください。ってください。ってください。ってください。    

災害時要援護者支援プランについて災害時要援護者支援プランについて災害時要援護者支援プランについて災害時要援護者支援プランについて 

１月２７日（日）１０１月２７日（日）１０１月２７日（日）１０１月２７日（日）１０::::００より鶴が丘コミュニティセンターにて、災害時要援護者情報登録制度と００より鶴が丘コミュニティセンターにて、災害時要援護者情報登録制度と００より鶴が丘コミュニティセンターにて、災害時要援護者情報登録制度と００より鶴が丘コミュニティセンターにて、災害時要援護者情報登録制度と    

町内会の行動について班長説明会がありました。町内会の行動について班長説明会がありました。町内会の行動について班長説明会がありました。町内会の行動について班長説明会がありました。    

一丁目町内会の一丁目町内会の一丁目町内会の一丁目町内会の災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者登録総数登録総数登録総数登録総数はははは１３２人１３２人１３２人１３２人です。です。です。です。    

（（（（仙台市のみ登録６６人、町内会のみ登録６６人仙台市のみ登録６６人、町内会のみ登録６６人仙台市のみ登録６６人、町内会のみ登録６６人仙台市のみ登録６６人、町内会のみ登録６６人））））    

町内会での今町内会での今町内会での今町内会での今後の活動後の活動後の活動後の活動    

    ＊班長さんが＊班長さんが＊班長さんが＊班長さんが登録をしている方に戸別訪問し、支援のための詳しい相談を３月までしていきます。登録をしている方に戸別訪問し、支援のための詳しい相談を３月までしていきます。登録をしている方に戸別訪問し、支援のための詳しい相談を３月までしていきます。登録をしている方に戸別訪問し、支援のための詳しい相談を３月までしていきます。    

＊町内会のみ登録している方は仙台市への登録もお願いしていきます。＊町内会のみ登録している方は仙台市への登録もお願いしていきます。＊町内会のみ登録している方は仙台市への登録もお願いしていきます。＊町内会のみ登録している方は仙台市への登録もお願いしていきます。    

＊災害があったら「向こう３軒両隣」で安否の相互確認＊災害があったら「向こう３軒両隣」で安否の相互確認＊災害があったら「向こう３軒両隣」で安否の相互確認＊災害があったら「向こう３軒両隣」で安否の相互確認をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。    

一丁目町内会「災害時要援護者」への支援に関する原則一丁目町内会「災害時要援護者」への支援に関する原則一丁目町内会「災害時要援護者」への支援に関する原則一丁目町内会「災害時要援護者」への支援に関する原則    

①①①① 前後左右のお宅による相互安否確認前後左右のお宅による相互安否確認前後左右のお宅による相互安否確認前後左右のお宅による相互安否確認    ⇒⇒⇒⇒    行動が必要な場合は班長・地区長、または災害本部へ連絡行動が必要な場合は班長・地区長、または災害本部へ連絡行動が必要な場合は班長・地区長、または災害本部へ連絡行動が必要な場合は班長・地区長、または災害本部へ連絡    

②②②② 安否確認は班長・地区長・該当民生委員が、自分と家族の安全を確保した上で行う。安否確認は班長・地区長・該当民生委員が、自分と家族の安全を確保した上で行う。安否確認は班長・地区長・該当民生委員が、自分と家族の安全を確保した上で行う。安否確認は班長・地区長・該当民生委員が、自分と家族の安全を確保した上で行う。    

③③③③ 安否の確認のみ。自分だけ、または自分達だけで安否の確認のみ。自分だけ、または自分達だけで安否の確認のみ。自分だけ、または自分達だけで安否の確認のみ。自分だけ、または自分達だけでやれる簡単なことがあれば実行する。やれる簡単なことがあれば実行する。やれる簡単なことがあれば実行する。やれる簡単なことがあれば実行する。    

④④④④ 大勢の人手が必要な場合や、専門の機関（病院・救急者・警察など）の支援が必要とされる場合は、町内会災害本部へ連絡する。大勢の人手が必要な場合や、専門の機関（病院・救急者・警察など）の支援が必要とされる場合は、町内会災害本部へ連絡する。大勢の人手が必要な場合や、専門の機関（病院・救急者・警察など）の支援が必要とされる場合は、町内会災害本部へ連絡する。大勢の人手が必要な場合や、専門の機関（病院・救急者・警察など）の支援が必要とされる場合は、町内会災害本部へ連絡する。    

災害本部は適宜判断して対処実施、または公共機関へ連絡する。災害本部は適宜判断して対処実施、または公共機関へ連絡する。災害本部は適宜判断して対処実施、または公共機関へ連絡する。災害本部は適宜判断して対処実施、または公共機関へ連絡する。    

鶴が丘一丁目地域通過「ツール」の仕組み鶴が丘一丁目地域通過「ツール」の仕組み鶴が丘一丁目地域通過「ツール」の仕組み鶴が丘一丁目地域通過「ツール」の仕組みについてについてについてについて((((案案案案))))    

目的：目的：目的：目的：    現在は現在は現在は現在は 65656565 歳以上が歳以上が歳以上が歳以上が未だ未だ未だ未だ 24%24%24%24%の比率での比率での比率での比率でははははあるが、急速に進行しているあるが、急速に進行しているあるが、急速に進行しているあるが、急速に進行している老齢老齢老齢老齢化の現象のなかで化の現象のなかで化の現象のなかで化の現象のなかで、町内会会員が会員、町内会会員が会員、町内会会員が会員、町内会会員が会員    

同士の相互の活動を通して生活を支えあい、これらの活動を通して絆を多くかつ太くし安心な団地を目指す。また地同士の相互の活動を通して生活を支えあい、これらの活動を通して絆を多くかつ太くし安心な団地を目指す。また地同士の相互の活動を通して生活を支えあい、これらの活動を通して絆を多くかつ太くし安心な団地を目指す。また地同士の相互の活動を通して生活を支えあい、これらの活動を通して絆を多くかつ太くし安心な団地を目指す。また地    

域の商店との連携による地域活性化により若者にも歓迎される利便性に富んだ地域をつくる。域の商店との連携による地域活性化により若者にも歓迎される利便性に富んだ地域をつくる。域の商店との連携による地域活性化により若者にも歓迎される利便性に富んだ地域をつくる。域の商店との連携による地域活性化により若者にも歓迎される利便性に富んだ地域をつくる。    

    

手段：手段：手段：手段：・ニーズとボランティア希望者の把握のためのｱﾝｹｰﾄ調査・ニーズとボランティア希望者の把握のためのｱﾝｹｰﾄ調査・ニーズとボランティア希望者の把握のためのｱﾝｹｰﾄ調査・ニーズとボランティア希望者の把握のためのｱﾝｹｰﾄ調査    

    ・始める前の広報活動・始める前の広報活動・始める前の広報活動・始める前の広報活動    ・松寿会・社協（民生委員）との協議・松寿会・社協（民生委員）との協議・松寿会・社協（民生委員）との協議・松寿会・社協（民生委員）との協議    

    

①町内会に運営組織を作る（事務局、役員４名程度）①町内会に運営組織を作る（事務局、役員４名程度）①町内会に運営組織を作る（事務局、役員４名程度）①町内会に運営組織を作る（事務局、役員４名程度）    

②地域近傍の大学生などとの連携（学院大、宮城大、白百合短大他）②地域近傍の大学生などとの連携（学院大、宮城大、白百合短大他）②地域近傍の大学生などとの連携（学院大、宮城大、白百合短大他）②地域近傍の大学生などとの連携（学院大、宮城大、白百合短大他）    

③（仮）地域通貨：「ツール」（価値は円と同等）事務局で換金③（仮）地域通貨：「ツール」（価値は円と同等）事務局で換金③（仮）地域通貨：「ツール」（価値は円と同等）事務局で換金③（仮）地域通貨：「ツール」（価値は円と同等）事務局で換金    

④「ツール」の購入：事務局または商店④「ツール」の購入：事務局または商店④「ツール」の購入：事務局または商店④「ツール」の購入：事務局または商店    

⑤⑤⑤⑤運営経費：事務費、人件費、換金費（町内会会計予算から）運営経費：事務費、人件費、換金費（町内会会計予算から）運営経費：事務費、人件費、換金費（町内会会計予算から）運営経費：事務費、人件費、換金費（町内会会計予算から）    

⑥ボランティア登録、受けるサービス登録、協力商店の登録⑥ボランティア登録、受けるサービス登録、協力商店の登録⑥ボランティア登録、受けるサービス登録、協力商店の登録⑥ボランティア登録、受けるサービス登録、協力商店の登録    

⑦サービスなどの規則策定、専門コンサルタントの指導⑦サービスなどの規則策定、専門コンサルタントの指導⑦サービスなどの規則策定、専門コンサルタントの指導⑦サービスなどの規則策定、専門コンサルタントの指導    

１１１１    サービスの候補サービスの候補サービスの候補サービスの候補：①除草、草刈：①除草、草刈：①除草、草刈：①除草、草刈        ②病院への送迎②病院への送迎②病院への送迎②病院への送迎    

③ペットの食事やり③ペットの食事やり③ペットの食事やり③ペットの食事やり        ④犬の散歩④犬の散歩④犬の散歩④犬の散歩            

２２２２    町内会自体から委託するサービス〔候補〕：町内会自体から委託するサービス〔候補〕：町内会自体から委託するサービス〔候補〕：町内会自体から委託するサービス〔候補〕：    

公園などの除草作業・集会所清掃・春秋の一斉清掃支援公園などの除草作業・集会所清掃・春秋の一斉清掃支援公園などの除草作業・集会所清掃・春秋の一斉清掃支援公園などの除草作業・集会所清掃・春秋の一斉清掃支援    

３３３３    費用の基本：１人１時間の作業で５００ツール（病院送迎は費用の基本：１人１時間の作業で５００ツール（病院送迎は費用の基本：１人１時間の作業で５００ツール（病院送迎は費用の基本：１人１時間の作業で５００ツール（病院送迎は    

３０分以内の距離）３０分以内の距離）３０分以内の距離）３０分以内の距離）    

仕組み図仕組み図仕組み図仕組み図    



    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生おめでとうお誕生おめでとうお誕生おめでとうお誕生おめでとうございますございますございますございます    

平成平成平成平成 24242424 年町内会会員に年町内会会員に年町内会会員に年町内会会員にお子様お子様お子様お子様が誕生されお祝い金が誕生されお祝い金が誕生されお祝い金が誕生されお祝い金

が送られた方々です。が送られた方々です。が送られた方々です。が送られた方々です。    ご両親・ご家族の皆様おめでご両親・ご家族の皆様おめでご両親・ご家族の皆様おめでご両親・ご家族の皆様おめで

とうございます。とうございます。とうございます。とうございます。町内会にとっても嬉しいことです。町内会にとっても嬉しいことです。町内会にとっても嬉しいことです。町内会にとっても嬉しいことです。    

    

斉藤斉藤斉藤斉藤    愛理ちゃん愛理ちゃん愛理ちゃん愛理ちゃん            八巻八巻八巻八巻    來杜來杜來杜來杜ちゃんちゃんちゃんちゃん        

中澤中澤中澤中澤    咲紀ちゃん咲紀ちゃん咲紀ちゃん咲紀ちゃん            黒川黒川黒川黒川    桜桜桜桜大大大大ちゃちゃちゃちゃんんんん    

浅野浅野浅野浅野    達生達生達生達生ちゃんちゃんちゃんちゃん            大友大友大友大友    優希優希優希優希ちゃんちゃんちゃんちゃん    

小野小野小野小野    煌斗ちゃん煌斗ちゃん煌斗ちゃん煌斗ちゃん            小松小松小松小松    運運運運    ちゃんちゃんちゃんちゃん    

木村木村木村木村    優季優季優季優季ちゃんちゃんちゃんちゃん            高橋高橋高橋高橋    苺紗苺紗苺紗苺紗ちゃんちゃんちゃんちゃん    

千葉千葉千葉千葉    心海心海心海心海ちゃんちゃんちゃんちゃん                

    

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年２２２２月月月月８８８８日現在日現在日現在日現在    

広報広報広報広報 

9999 月月月月 14141414 日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会        9999 月月月月 21212121 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・防災まつりについて・防災まつりについて・防災まつりについて・防災まつりについて    

・敬老祝い報告、健康講座計画、赤い羽根募金支出・敬老祝い報告、健康講座計画、赤い羽根募金支出・敬老祝い報告、健康講座計画、赤い羽根募金支出・敬老祝い報告、健康講座計画、赤い羽根募金支出    

・秋の植栽計画、秋まつり計画（ﾐﾆｽﾎﾟｰﾂ）・秋の植栽計画、秋まつり計画（ﾐﾆｽﾎﾟｰﾂ）・秋の植栽計画、秋まつり計画（ﾐﾆｽﾎﾟｰﾂ）・秋の植栽計画、秋まつり計画（ﾐﾆｽﾎﾟｰﾂ）    

・空地、空家調査の実施につい・空地、空家調査の実施につい・空地、空家調査の実施につい・空地、空家調査の実施についてててて    

・ｺﾞﾐ集積所改修工事発注について他・ｺﾞﾐ集積所改修工事発注について他・ｺﾞﾐ集積所改修工事発注について他・ｺﾞﾐ集積所改修工事発注について他    

・中間監査予定と会計様式の変更・中間監査予定と会計様式の変更・中間監査予定と会計様式の変更・中間監査予定と会計様式の変更    

・・・・H23H23H23H23 年度全国生活学校連合会の義援金取扱い年度全国生活学校連合会の義援金取扱い年度全国生活学校連合会の義援金取扱い年度全国生活学校連合会の義援金取扱い    

・一丁目公園中央広場除草について・一丁目公園中央広場除草について・一丁目公園中央広場除草について・一丁目公園中央広場除草について    

10101010 月月月月 12121212 日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会            

10101010 月月月月 19191919 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・秋の植栽について・秋の植栽について・秋の植栽について・秋の植栽について    ・秋まつりの反省・秋まつりの反省・秋まつりの反省・秋まつりの反省    

・文化事業秋のコンサートについて・文化事業秋のコンサートについて・文化事業秋のコンサートについて・文化事業秋のコンサートについて    

・中間監査について・中間監査について・中間監査について・中間監査について        ・健康講座について・健康講座について・健康講座について・健康講座について    

・不要になった資料、倉庫在庫品について・不要になった資料、倉庫在庫品について・不要になった資料、倉庫在庫品について・不要になった資料、倉庫在庫品について    

・一丁目集会所改修について・一丁目集会所改修について・一丁目集会所改修について・一丁目集会所改修について    

・健康講座について・健康講座について・健康講座について・健康講座について        ・文化事業（ｺﾝｻｰﾄ）について・文化事業（ｺﾝｻｰﾄ）について・文化事業（ｺﾝｻｰﾄ）について・文化事業（ｺﾝｻｰﾄ）について    

・中間監査について・中間監査について・中間監査について・中間監査について        ・秋の植栽について・秋の植栽について・秋の植栽について・秋の植栽について    

・ｺﾞﾐ集積所の改修・ｺﾞﾐ集積所の改修・ｺﾞﾐ集積所の改修・ｺﾞﾐ集積所の改修日程と枝切りについて日程と枝切りについて日程と枝切りについて日程と枝切りについて    

    

11111111 月月月月 9999 日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会    

11111111 月月月月 16161616 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・秋のコンサート準備について・秋のコンサート準備について・秋のコンサート準備について・秋のコンサート準備について    

・一丁目集会所今年度改修工事・一丁目集会所今年度改修工事・一丁目集会所今年度改修工事・一丁目集会所今年度改修工事    

・・・・H25H25H25H25 年度役員選出について年度役員選出について年度役員選出について年度役員選出について    

・・・・H24H24H24H24 年度予測と年度予測と年度予測と年度予測と H25H25H25H25 年度計画について年度計画について年度計画について年度計画について    

・ｺﾞﾐ集積所の改修工事の状況について・ｺﾞﾐ集積所の改修工事の状況について・ｺﾞﾐ集積所の改修工事の状況について・ｺﾞﾐ集積所の改修工事の状況について    

・備品台帳について・備品台帳について・備品台帳について・備品台帳について    ・新年会の準備について・新年会の準備について・新年会の準備について・新年会の準備について    

・ｸﾗﾌﾞ活動助成金についての内規確定・ｸﾗﾌﾞ活動助成金についての内規確定・ｸﾗﾌﾞ活動助成金についての内規確定・ｸﾗﾌﾞ活動助成金についての内規確定    

・ホームページについて・ホームページについて・ホームページについて・ホームページについて    

    

    

お悔やみお悔やみお悔やみお悔やみ申し上げます申し上げます申し上げます申し上げます    

平成２４年鶴が丘一丁目町内会にてお亡くなりにな平成２４年鶴が丘一丁目町内会にてお亡くなりにな平成２４年鶴が丘一丁目町内会にてお亡くなりにな平成２４年鶴が丘一丁目町内会にてお亡くなりにな

られた方々です。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。られた方々です。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。られた方々です。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。られた方々です。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。    

    

伊藤伊藤伊藤伊藤    一一一一    様様様様        小関小関小関小関    洋子様洋子様洋子様洋子様        岡岡岡岡    三千男様三千男様三千男様三千男様    

安藤安藤安藤安藤    善行様善行様善行様善行様        末永末永末永末永    次夫様次夫様次夫様次夫様        高橋スエノ様高橋スエノ様高橋スエノ様高橋スエノ様    

阿部阿部阿部阿部    孝孝孝孝    様様様様        佐々木哲朗様佐々木哲朗様佐々木哲朗様佐々木哲朗様        佐藤佐藤佐藤佐藤    貞助様貞助様貞助様貞助様        

    古古古古    和子様和子様和子様和子様        佐藤佐藤佐藤佐藤    強強強強    様様様様        亀井亀井亀井亀井    良子様良子様良子様良子様    

高橋高橋高橋高橋    玲子様玲子様玲子様玲子様        小林小林小林小林    伸次様伸次様伸次様伸次様        千葉千葉千葉千葉    せん様せん様せん様せん様    

我妻我妻我妻我妻    君子様君子様君子様君子様        及川清之助様及川清之助様及川清之助様及川清之助様        千田千田千田千田    作子様作子様作子様作子様    

橋本橋本橋本橋本    敏子敏子敏子敏子様様様様        大場大場大場大場    平作様平作様平作様平作様    

    

                                            平成平成平成平成２５年２月８２５年２月８２５年２月８２５年２月８日現在日現在日現在日現在    

編集後記編集後記編集後記編集後記 

どうしよう！何からやればいいの？どうしよう！何からやればいいの？どうしよう！何からやればいいの？どうしよう！何からやればいいの？    

そんなところから始まった会報づくり。しかしそんなところから始まった会報づくり。しかしそんなところから始まった会報づくり。しかしそんなところから始まった会報づくり。しかし頼もしい頼もしい頼もしい頼もしい

阿部さん、大友さん、そして記事を提供いただいた皆さ阿部さん、大友さん、そして記事を提供いただいた皆さ阿部さん、大友さん、そして記事を提供いただいた皆さ阿部さん、大友さん、そして記事を提供いただいた皆さ

んのご協力でいつもすんなりと出来上がっていました。んのご協力でいつもすんなりと出来上がっていました。んのご協力でいつもすんなりと出来上がっていました。んのご協力でいつもすんなりと出来上がっていました。

１年間ありがとうございました。また写真をパチパチと１年間ありがとうございました。また写真をパチパチと１年間ありがとうございました。また写真をパチパチと１年間ありがとうございました。また写真をパチパチと

らせて頂きありがとうございました（ご迷惑の方もあっらせて頂きありがとうございました（ご迷惑の方もあっらせて頂きありがとうございました（ご迷惑の方もあっらせて頂きありがとうございました（ご迷惑の方もあっ

たでしょうね）。たでしょうね）。たでしょうね）。たでしょうね）。                    会報委員長会報委員長会報委員長会報委員長    千葉千葉千葉千葉(記記記記) 

全戸に配布した全戸に配布した全戸に配布した全戸に配布した

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを見てなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを見てなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを見てなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを見てな

い方も多く、配布い方も多く、配布い方も多く、配布い方も多く、配布

の仕方を再考しの仕方を再考しの仕方を再考しの仕方を再考し

ます。ます。ます。ます。 

会議の報告会議の報告会議の報告会議の報告１１１１ 

枝が伸びて外灯の光枝が伸びて外灯の光枝が伸びて外灯の光枝が伸びて外灯の光

が遮られる所を、枝が遮られる所を、枝が遮られる所を、枝が遮られる所を、枝

切りしました。切りしました。切りしました。切りしました。 

鶴が丘ドットコムで検索して鶴が丘ドットコムで検索して鶴が丘ドットコムで検索して鶴が丘ドットコムで検索して

ください。ください。ください。ください。1月末月末月末月末公開公開公開公開で準備で準備で準備で準備 

平成平成平成平成 25252525 年度定例総会のご案内年度定例総会のご案内年度定例総会のご案内年度定例総会のご案内    

日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 25252525 年年年年 4444 月月月月 14141414 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010：：：：00000000～～～～    

場所：鶴が丘コミュニティセンター場所：鶴が丘コミュニティセンター場所：鶴が丘コミュニティセンター場所：鶴が丘コミュニティセンター    

    平成平成平成平成 25 年度定例総会年度定例総会年度定例総会年度定例総会の代議員は各地区の現班の代議員は各地区の現班の代議員は各地区の現班の代議員は各地区の現班

長です。ご意見等ある方は事前に班長さんまでお長です。ご意見等ある方は事前に班長さんまでお長です。ご意見等ある方は事前に班長さんまでお長です。ご意見等ある方は事前に班長さんまでお

伝えください。一般会員の方もご参加ください。伝えください。一般会員の方もご参加ください。伝えください。一般会員の方もご参加ください。伝えください。一般会員の方もご参加ください。 

12121212 月月月月 14141414 日（金）地区長、委員長会日（金）地区長、委員長会日（金）地区長、委員長会日（金）地区長、委員長会        12121212 月月月月 21212121 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・・・・講演講演講演講演    除草事業化構想と地域通貨除草事業化構想と地域通貨除草事業化構想と地域通貨除草事業化構想と地域通貨    

・・・・地区長会地区長会地区長会地区長会    

各地区からの要望、提案、世帯数状況調査、新年会各地区からの要望、提案、世帯数状況調査、新年会各地区からの要望、提案、世帯数状況調査、新年会各地区からの要望、提案、世帯数状況調査、新年会    

・・・・委員長会委員長会委員長会委員長会    

役員募集と地域通貨事業企画への参加募集役員募集と地域通貨事業企画への参加募集役員募集と地域通貨事業企画への参加募集役員募集と地域通貨事業企画への参加募集    

環境美化貢献者感謝状発行内規環境美化貢献者感謝状発行内規環境美化貢献者感謝状発行内規環境美化貢献者感謝状発行内規    

一丁目集会所今年度改修工事一丁目集会所今年度改修工事一丁目集会所今年度改修工事一丁目集会所今年度改修工事        ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開始についてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開始についてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開始についてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開始について    

・災害時要援護者個人情報取扱いに関する内規・災害時要援護者個人情報取扱いに関する内規・災害時要援護者個人情報取扱いに関する内規・災害時要援護者個人情報取扱いに関する内規    

・平成・平成・平成・平成 25252525 年度役員選出状況年度役員選出状況年度役員選出状況年度役員選出状況    

・平成・平成・平成・平成 24242424 年度事業報告、平年度事業報告、平年度事業報告、平年度事業報告、平成成成成 25252525 年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    

    

1111 月月月月 11111111 日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会        1111 月月月月 18181818 日役員会日役員会日役員会日役員会    

災害時要援護者登録リストへの対処災害時要援護者登録リストへの対処災害時要援護者登録リストへの対処災害時要援護者登録リストへの対処    

・平成・平成・平成・平成 25252525 年度役員候補者選出について年度役員候補者選出について年度役員候補者選出について年度役員候補者選出について    

平成平成平成平成 25252525 年度事業計画骨子について年度事業計画骨子について年度事業計画骨子について年度事業計画骨子について    

新年会準備委員会開催について新年会準備委員会開催について新年会準備委員会開催について新年会準備委員会開催について    

環境美化貢献者環境美化貢献者環境美化貢献者環境美化貢献者表彰候補者について表彰候補者について表彰候補者について表彰候補者について    

ホームページ検討会、ポスターについてホームページ検討会、ポスターについてホームページ検討会、ポスターについてホームページ検討会、ポスターについて    

除草事業構想の近況除草事業構想の近況除草事業構想の近況除草事業構想の近況    

災害時要援護者登録の班長への説明会について災害時要援護者登録の班長への説明会について災害時要援護者登録の班長への説明会について災害時要援護者登録の班長への説明会について    

凍結防止剤の配布について凍結防止剤の配布について凍結防止剤の配布について凍結防止剤の配布について    

    

会議の報告会議の報告会議の報告会議の報告２２２２ 


