
 

　令和に入って初めての汐見台自治会連合会定期総会が、５月１１日（土）午後１時30分より汐見台会館扇の間に

於いて開催されました。開会の前に総会成立の確認報告（総数５４名、うち出席人数２６名、委任状１６名）があ

り連合会規約の規定により総会の成立を確認しました。議長に田中威津馬氏（レーベン横浜汐見台ソラノテ）、書記

に倉田博次氏（汐見台デュープレックス１）、慣例により事務局より広島和弘氏が選出され、事前に回覧された『令

和元年度（２０１９年度）汐見台自治会連合会総会資料』に基づき、代議員（自治会長）、行政部会、部会、の出席

により議事が進行されました。
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発行：汐見台自治会連合会事務局(火～土 10 時～15 時)汐見台福祉センター内 ＴＥＬ・ＦＡＸ７５４－５２８１ 
 

６月役員定例会の審議事項 
１．事務機器の見直しについて 

２．その他 

６月の活動報告 

地域環境委員会 
● 5/27 (月) 地域振興課へ防犯灯新設申請 

● 6/20 (木) 大和地所打ち合わせ 

       

コミュニケーション委員会 
● 6/ 1 (土) 連合会だより ３６９号発行 

● 6/13 (木) 連合会だより ３７０号について亜細亜印刷と打ち合わせ 

● 6/18 (火) ３７０号初校 

● 6/28 (金) ３７０号納品 

＊３７０号発行に伴う編集会議・取材・原稿依頼・校正 

地域連絡協議委員会 
● 6/ 1 (土) 汐見台まちづくり委員会と福祉協会との打ち合わせ 13:00～ 

● 6/14 (金) 地域連絡協議委員会会議 13:00～ 

              汐見台まちづくり委員会と行政との打ち合わせ 13:30～ 

● 6/22 (土) 自治会長会議 13:30～ 

       コスモスミーティング開催 14:00～ 

子どもはぐくみ委員会 
● 6/ 8 (土) 久良岐公園にてホタル観賞会 19:00～20:00 

            天候が危ぶまれましたが、無事に行われ 200名？くらい参加しました。 

             ホタルも 20頭？くらい出ました。 

行事委員会 
● 6/15 (土) 行事委員会開催 

● 6/29 (土) 汐見台夏まつり第２回実行委員会 

             第１回健民祭実行委員会 

防災・防犯委員会 
● 6/ 1 (土) 青色回転灯装備車による夜間パトロール  19:00～21:00 実施４名  

● 6/15 (土)                 同                                実施４名 

● 6/ 8 (土) 夜間歩き防犯パトロール 19:45～21:00 実施６名  

● 6/22（土)                  同                実施予定   

● 6/15 (土) 第一回防災・防犯委員会開催  13：30～ 

汐見台まちづくり委員会 
● コスモスミーティングのテーマとして、当委員会応募の｢中央地区のみどりから将来のまち 

づくりを考える｣が 5 月役員会で選定された。ミーティング実施に向け土地所有者の福祉協 
会および区役所と打ち合わせを実施した。 

ＩＴ特別委員会 
● 6/ 1（土） IT特別委員会開催 新 HP公開 

● 各委員会活動サポート 

スイッチ ON 磯子汐見台地区推進委員会(特別委員会) 
● 6/27（木) 推進委員会定例会 

       防災防犯対策事業「７月６日開催 救命・救急・救出法等講習会」につ

いて（磯子消防署との打合せ、最終確認） 

汐見台福祉実行委員会 
● 6/ 9（日） 汐見台ふれあい寄席実施(お客様 60人+S.15人) 
● 6/13 (木) うたの広場  (56人） 

定例会 

        ・「梅雨の薬膳」5/30実施報告  

・「汐見台ふれあい寄席」6/9実施報告 

● 6/14 (金) 中高年の健康づくり体操実施  (19人+4人)  

● 6/18 (火) 社協評議会  

● 6/21 (金) いそごあかちゃん教室支援 

● 6/22 (土) 連合会役員会出席 

            コスモスミーティング出席 

● 6/26 (水) 社協分科会 

● 6/28 (金) 中高年の健康づくり体操 

● 6/29 (土) 第２回夏祭り実行委員会出席 

             第１回健民祭実行委員会出席 

事務局 
● 6/ 1 (土) 汐見台小学校令和元年度運動会 8:50～ 

● 6/ 2 (日) 2019年度横浜開港記念式典 14:00～ 

● 6/ 3 (月) 横浜市磯子区社会福祉協議会第１回理事会 10:00～ 

● 6/ 4 (火) 安全・安心まちづくり推進協議会 打ち合わせ 10:30～ 

● 6/ 5 (水) 磯子事業会総会・懇談会 17:15～ 

● 6/ 6 (木) 令和元年度磯子区安全・安心まちづくり推進協議会  13:30～ 

             磯子区防犯協会総会 14:30～ 

● 6/ 8 (土) 久良岐公園へホタルを見に行こう 19:15～ 

● 6/ 9 (日) 汐見台ふれあい寄席 笑う門には福来る！ 10:00～ 

● 6/10 (月) 磯子区連合町内会長会歓送迎会 

● 6/11 (火) 令和元年度公益社団法人神奈川県防犯協会連合会定時社員総会 14:00～ 

 

● 6/12 (水) 横浜市町内会連合会６月定例会 10:30～  

● 6/13 (木) 令和元年度「市民防災の日」磯子区推進委員会 13:30～ 

● 6/14 (金) 横浜市社会福祉審議会総会 民生委員審査専門分科会 9:00～ 

● 6/15 (土) 防災・防犯委員会 13:30～ 

             行事委員会打ち合わせ 15:30～ 

● 6/16 (日) PC購入下見 

● 6/17 (月) 磯子区連合町内会長会６月定例会 10:00～ 

             磯子区環境行動推進功労者・功労団体表彰式 10:00～ 

● 6/18 (火) 令和元年度第２回理事会 14:00～ 

● 6/19 (水) 夏まつり打ち合わせ（和太鼓）13:00～ 

             横浜市社会福祉審議会 17:30～ 

● 6/20 (木) 令和元年度第１回区社協助成金等 運営・配分委員会 14:00～ 

● 6/21 (金) 磯子区地域防災拠点運営委員会 13:30～ 

● 6/22 (土) 定例役員会 10:00～ 

● 6/23 (日) 民生委員・児童委員 研修旅行（草津） 

● 6/24 (月) 民生委員・児童委員 研修旅行（草津） 

● 6/25 (火）磯子区暴力団排除推進協議会 15:30～ 

● 6/26 (水) 令和元年度第１回評議会 13:30～ 

● 6/29 (土) 令和元年度汐見台自治会連合会 第２回夏まつり実行委員会 

10:30～ 

              令和元年度汐見台自治会連合会 第１回健民祭実行委員会 

13:30～ 

汐見台地区民生委員・児童委員協議会及び主任児童委員連絡会   
● 6/ 1 (土) 汐見台小学校、浜小学校運動会 

● 6/ 5 (水) 磯子区民生委員・児童委員協議会広報委員会 

● 6/ 7 (金) 横浜市民生委員・児童委員協議会地区会長研修 

● 6/ 9 (日) 汐見台福祉実行委員会「ふれあい寄席」 

● 6/11 (火) 磯子区民生委員・児童委員協議会定例会 

                  同       研修委員会 

● 6/13 (木) うたの広場 

● 6/14 (金) 中高年の健康づくり体操 

● 6/15 (土) 汐見台地区民生委員・児童委員協議会定例会 

中高年の健康づくり体操 

             浜小学校・「まち」とともに歩む学校づくり懇話会 

● 6/18 (火) 主任児童委員連絡会 

       磯子区区社会福祉協議会評議員会 

● 6/21 (水) いそごあかちゃん教室 

● 6/23 (日) 磯子区民生委員・児童委員協議会正副会長会一泊研修 

● 6/24 (月) 磯子区民生委員・児童委員協議会正副会長会一泊研修  

● 6/26 (水) こんにちは赤ちゃん訪問員連絡会              
             磯子区社会福祉協議会分科会 

● 6/27 (木) スイッチＯＮ磯子汐見台地区推進委員会 

● 6/28 (金) 中高年の健康づくり体操 

スポーツ推進委員連絡協議会 
● 6/ 1 (土) あじさいウォーキング 

 

地域の活動予定 
●  7/ 1 (月) 第１１回磯子区民駅伝大会 第１回実行委員会 19:00～ 

●  7/ 2 (火) 汐見台小学校スクールゾーン 10:00～ 

●  7/ 3 (水) 磯子まつり振興委員会 15:00～ 

●  7/ 4 (木) 地域防犯連絡委員委嘱式及び防犯 DVD放映 14:00～ 

●  7/ 6 (土) 民生推薦委員会 10:30～ 

              集合住宅における救命・救急・救出法等講習会 13:30～ 

●  7/ 7 (日) 磯子消防団訓練会 9:00～ 

●  7/ 8 (月) 磯子被害者支援ネットワーク総会 14:30～  

●  7/18 (木) 汐見台小学校キッズクラブ 第１回評議会 11:00～  

●  7/20 (土) 定例役員会 10:00～ 

●  7/24 (水) 横浜市敬老特別乗車券審議会 17:30～ 

●  7/27 (土) 汐見台小学校地域防災拠点運営委員会  

 

 

☆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)  福祉センター1F 19 時 45 分集合 

７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)  ※配付しました当番表参照  

★７月１３日(土) 

１丁目 ― IHI 第１３磯子荘自治会、IHI 磯子第一寮、汐見台第 12 住宅 

２丁目 ― 最南端自治会、屏風ヶ浦住宅第二、フォルム横濱汐見台 

３丁目 ― 東京ガス独身寮、磯汐会、富士見会 

★７月２７日(土) 

１丁目 ― 中央ビル、ｺｽﾓ横濱汐見台パークサイドヒルズ、グランノア汐見台自治会 

２丁目 ― レーベン横浜汐見台ソラノテ、日鉱日石汐見台、ライオンズ横浜汐見台ヒルズ 

３丁目 ― 汐見台第二住宅、汐見会、もみじ会 

行事委員会
加藤 奈緒美

防災・防犯委員会
子どもはぐくみ委員会

荘 清貴

行事委員会
（磯子区スポーツ推進委員連絡協議会）

山本 修

地域環境委員会
（汐見台まちづくり委員会）

松岡 文和

地域環境委員会
（汐見台まちづくり委員会）

森 三樹

副会長 行事委員会（民生・児童委員協議会）
（スイッチＯＮ磯子汐見台地区推進委員会）

屋代 昭治

事務局長 行事委員会
コミュニケーション委員会

関口 ヒロ子

地域環境委員会　（IT特別委員会）
（汐見台まちづくり委員会）

（民生・児童委員協議会）
飯塚 昇

副会長 行事委員会 地域環境委員会
（汐見台まちづくり特別委員会）

南方 良弘



◆◆◆ 議 事 ◆◆◆

１．【第１号議案】 平成３０年度活動報告 ２．【第２・３号議案】 平成３０年度決算報告・監査報告

３．【第４号議案】 令和元年度（２０１９年度）活動計画（案）

４．【第５号議案】 令和元年度（２０１９年度）予算（案） ５．その他

 

 

ホタルのえさ カワニナ

改善すべきところは積極的に見直し、新しい考え方を導入しながら、「安全で安心なまち」「ずっと住み続けた

いまち」づくりを更に維持推進して参りたいと思います。これから、各委員会の委員長より、今年度の活動計

画の発表があります。ご審議頂き、活発なご意見を期待しております。今後ともご協力の程宜しくお願い申し

上げます。」次に【第４号議案】令和元年度（２０１９年度）活動計画（案）について各委員長より発表され

ました。コミュニケーション委員会より、地域デビューが「音楽の集い」と名を変えて、お子さんから高齢者

まで楽しめる音楽会を予定している。子どもはぐくみ委員会より、エコパトロール参加者が増えて喜ばしいが

スタッフが足りない状況。お一人でもお子さんと一緒でも構わないので街をきれいにする活動にご参加頂きた

い。行事委員会より、夏まつり８月24日（土）、健民祭１０月５日（土）に開催。人手が足りないのでご協力

をいただきたい。防災・防犯委員会より、徒歩パトロールは当番表が配られているが、誰が参加しても構わな

いので是非皆さんご参加下さい。ＩＴ特別委員会より、新しいホームページページは近々公開できる予定。と

補足がありました。【第４号議案】に関する質疑応答・・・Ｑ自治会に未加入の方でも福祉実行委員会、スイッ
チＯＮの行事に参加できるのか。Ａ（スイッチＯＮ屋代（昭））・・・ふれあい茶話会などの参加のことだと思
います。スイッチＯＮとして実施しているもので連合会の負担もあるが、区役所から助成金を頂いて実施して
おり、連合会に加盟しているいないに拘わらず区民であれば誰でも参加出来るものです。【第４・５号議案】

は拍手で一括承認され令和元年度（２０１９年度）活動計画・予算となりました。議長団解任の後、南方副会

長より「若い人たちの参加意識が高まる様な魅力ある未来のまちづくりを考え、皆さんと一緒に連合会及び汐

見台全体が良くなるように協力して参りたい。」と閉会の挨拶があり、令和元年度（２０１９年度）汐見台自

治会連合会定期総会は無事に終了致しました。　　　　　　　　　（コミュニケーション委員会　関口　ヒロ子）

屋代副会長の開会の挨拶に続いて岡会長より挨拶。「皆様こんにちは。連合

会会長の岡です。本日はお忙しい中、令和元年度、汐見台自治会連合会の

定期総会にご出席頂きましてありがとうございます。自治会長の皆様をは

じめ、区役所、磯子区社会福祉協議会、屏風ヶ浦地域ケアプラザ、行政部

会、部会からもご参加頂き感謝申し上げます。昨年の総会でご承認頂いた

活動計画、予算がいかにこの１年有効に使われ活動ができていたかを厳し

い目でご審議下さい。又、忌憚のないご意見等を頂ければ幸いです。さて、

平成30年度を振り返ってみますと、平穏無事な１年であったと思います。毎月磯子警察から送られてきます

犯罪発生状況を見ても大きな事故、犯罪も少なく「安全で安心なまち」として、維持推進が叶った年と思いま

す。それもひとえに防災防犯委員会活動の毎月第1週、第3週に行われております青パト、第2週、第4週実施

の夜間歩きのパトロール、子どもはぐくみ委員会活動のエコパトロールの永年の成果の結果と思います。無火

災も9年目に向けて更新中です。磯子区では初めての快挙であり横浜市では2例目との事です。住民の皆様の

火災予防に対する意識の高さには有難く感謝いたします。現在、汐見台は昨年10月に加入頂いたソラノテ自

治会を含めまして54自治会となりました。3，250世帯で人口約9，600人です。2丁目が特に高齢化率が

低く磯子区では一番若いまちと言われております。地域内では3丁目に新しいマンションが建設中ですが、令

和2年3月竣工予定で１３２世帯が新しい住民となります、まだ２か所開発予定地がありますので人口は増え

る傾向にあります。汐見台小学校の建て替えも本格的になって参りました。連合会内部では新しい委員会も発

足し新しい時代に向けた活動も始まり活気付いております。今後が楽しみです。これから各委員会委員長より

活動報告並びに会計より決算報告があります。宜しくご審議

くださいますようお願い致します。」

ここから議事に入り（詳細については、自治会回覧しました

保存版３６８号自治会連合会だより総会資料をご覧下さい。）

各委員会委員長より報告があり【第１号議案】３０年度活動

報告は拍手で承認されました。次に【第２・３号議案】３０

年度決算報告は会計（廣山）より『会費について決算が年度

前に想定した予算を下回った理由は、幾つかの自治会で年度内未収金となったこと、４月から納めてもらえる

と見込んでいたが１０月からとなった自治会があること、独身寮などで世帯数が減少した自治会があったこと

による。汐見台福祉実行委員会、スイッチＯＮ磯子汐見台地区推進委員会については、特別委員会の補助金を

基に運営されており、連合会とは別会計になっている。』と説明があり【第２・３号議案】３０年度決算・監

査報告は拍手で承認されました。続いて退任役員５名の紹介があり、代表して大平篤四郎さん（磯汐会）から

退任の挨拶がありました。休憩後新役員の紹介と挨拶に続いて令和元年度について岡会長より再度挨拶があり

ました。「只今ご紹介いたしました監事2名、相談役1名を含めた24名の役員で令和元年度はスタートしてお

ります。1年間宜しくお願い申し上げます。また先ほどは、平成30年度の活動報告並びに決算をご承認頂き

まして有難うございました。元号も変わり新しい時代が始まりまし

た。地域内では汐見台小学校の建て替えの動きが際立って参ります。

10月の半場から校庭に3階建ての仮設の校舎の建設が始まり、令和

5年8月の竣工迄長い工期になりますが楽しみにして頂きたく思いま

す。磯子区で建て替えモデル校第1号として選ばれましたことは大

変誇りに思い、工事中の安全面を連合会でしっかりと見守って参り

ます。3丁目の建設中のマンションも来年3月完成予定ですし、人口

も増え活気溢れるまちになります。今年は特に汐見台全体を見渡し、
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６月８日（土）子どもはぐくみ委員会主催
『ホタル観賞会』が開催され当日はハラハラどきどきの

天候でしたがホタルが飛ぶ頃は気象条件にも恵まれ多く

の方々が静かに観賞しました。（子どもはぐくみ委員会）

６月９日（日）汐見台福祉実行委員会主催
汐見台会館３階扇の間にて開催。『地元に落語家がやって

くる。』と大好評！「お馴染みの『お菊の皿』はウケルねぇ。」

「元気をもらいました。」「次も楽しみ」などなど。（参加者談）

磯子区スポーツ推進委員連絡協議会　汐見台地区主催
６月１日（土）上大岡駅（地下鉄）から猫伝説で有名な踊場

駅へ。５．５ｋ散策して①鯉ヶ久保ふれあい樹林へ。せせら

ぎと草花と涼風が吹き抜け久良岐とも異なる自然体を体験。

また②御霊神社ではお宮参りの厳かな場面に遭遇し、終盤で

は咲き始めたあじさい群に初夏を満喫し立場駅で解散。喜びと

笑いにあふれた半日であった。　　　　　　　　 （山口 貴之）

汐見台まちづくり委員会

松岡さんが解説しました

①

②


