
                   

                 

     
    
 

     

 
   

  

     
岡 道子

◎ 合澤 壽賀

◎ 髙木 美枝子

◎ 荘 清貴

◎ 屋代 かおり岩田 憲彦

伊藤 憲太郎 飯塚 昇 葊山 真 小林 正和 中島 泰治

數井 紀彦 ◎ 小野 道博糠谷 玲子

倉田 博次 小泉 葉子 横瀬 卓也 ◎関口 ヒロ子 ◎ 松岡 文和

屋代 昭治 南方 良弘 ◎竹野 勇一郎
会 長

地 域 環 境 委 員 会

地 域 連 絡 協 議 委 員 会

防災・防犯委員会 汐見台地区社会福祉協議会 監　事 相談役

子どもはぐくみ委員会 汐見台まちづくり委員会

コミュニケーション委員会 行事委員会

副会長 副会長・事務局長 会計・ＩＴ委員会

　汐見台自治会連合会定期総会は令和２年５月９日（土）１０時より福祉センターＡ・Ｂ会議室に於いて、コロナ

ウイルス拡大防止緊急事態宣言発令のため『書面表決』での開催となりました。事前に５４自治会に令和２年度総

会資料（回覧）、自治会長各位（代議員、議決権有り）に書面表決書を送付し、賛否の表決書を提出して頂きました。

書面表決の「開票」は立会人に桑名冬樹氏（２丁目１４- １自治会会長）、汐見台自治会連合会からは岡道子会長、

屋代昭治副会長、南方良弘副会長・事務局長、関口ヒロ子令和元年度事務局長、吉川春奈事務局員の６名で厳粛に

且つ厳正に集計、審議が行われました。	 	 	 	 	 	 　（表決結果報告は次頁に掲載）
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発行：汐見台自治会連合会事務局(火～土 10 時～13 時)汐見台福祉センター内 ＴＥＬ・ＦＡＸ７５４－５２８１ 

    
 
     ≪コミュニケーション委員会≫           ≪地域連絡協議委員会≫  

  ３８２号はコロナウイルス拡大防止により休刊    コロナウイルス拡大防止のため 4 月５月は開催で 

 となったため７月１日発行の『ＮＯを３８２号』と   きず、令和２年度初めての自治会長会議が自治会長  

 します。                      27 名、地域協働推進員、汐見台中学校、屏風ヶ浦 

                           地域ケアプラザ、連合会役員が出席して開催され、                              

      ≪子どもはぐくみ委員会≫        『敬老の日祝い品』についても説明がありました。 

  ３密が懸念されるため『ホタル観賞会』は中止。        

 『エコパトロール』は小学生が中心のため安全が確 

 認されてから再開する予定です。ごみのポイ捨てが 

 目立ちますがまちをきれいにする活動にご協力をお 

 願い致します。 

 

       ≪防災・防犯委員会≫             ◎次回は 7 月 25 日（土） 

  『青色回転灯装備車による防犯パトロール・夜間   汐見台会館 ３階扇の間 １３時３０分～１５時３０分 

歩き防犯パトロール』は７月から再開します。 

 ◎輪番制による夜間歩き防犯パトロールは丁目によ          ≪ＩＴ委員会≫   

り自治会数が異なり負担を軽減するため、丁目毎    ホームページで連合会行事予定・変更・中止など 

に分けず１丁目から３丁目までの輪番制に変更に    のお知らせをしています。是非ご活用下さい。 

なりました。ご協力よろしくお願い致します。        

≪事務局≫ 

≪汐見台まちづくり委員会≫       ◎受付窓口は暫くの間 10 時～13 時です。             

『まちづくりアンケート』回答の集計を完了し分析   ◆夏季休業◆８月５日（水）～８月 12 日（水） 

中。分析結果及び追加分析の確認、今後の進め方な         ◎事務局員紹介 

どを協議しています。                       川上 光世（かわかみ みつよ） 

◎アンケートの自由記述欄に総計 1132 件に及ぶ様          4 月 1 日から勤務しています。 

々な意見や要望が寄せられております。               ご指導宜しくお願い致します。 

                          

≪汐見台地区民生委員・児童委員協議会≫      

６/19（金） いそごあかちゃん教室中止       

磯子区役所では１階に申請書類の作成支援コーナ                      

≪スイッチＯＮいそご汐見台地区推進委員会≫   －を臨時で設置しています。『申請書の作成方法が 

７/１８（土）開催予定の『集合住宅における救   わからない』などあれば申請書類の作成のお手伝い   

     命・救急・救出法』など講演会中止   をします。必要書類を用意して１階をご案内下さい。 

                  開設時間：平日９時～１７時 

≪汐見台地区社会福祉協議会≫       第２・４土曜日９時～１２時（７月上旬まで（予定） 

６/11 (木)うたの広場中止                

６/12 ・26 (金) 中高年の健康づくり体操中止    ①身体的距離の確保 ②手洗い、手指消毒、マスク 

◎汐見台福祉実行委員会から改称になりました。     の着用 ③３密「密集・密室・密閉」回避 

（コミュニケーション委員会 関口 ヒロ子） 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           

                          

                                        

    

 

 

 

   

  

                               

 

 

 

                             

 

      

 

 

 

                                  

     

 

  

                

 

“コロナウイルス拡大防止”の３密が懸念されるため中止になりました。   

                        

                   横浜市立汐見台小学校建替え工事のため今年度は中止になりました。 

                                          

                                          （委員長 松岡 文和） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前島 絵美様

噴水が撤去され
広々としたスペースができました！

　２年間、区役所と地域とのパイプ役として自治
会長会議の質問には的確に回答され、地域イベン
トの「健民祭」ではスタッフとして地域の皆様と
交流しコスモスミーティングにもご尽力頂きまし
た。有難うございました。

佐藤 亜希子様

青木先生

原先生と岡会長

【磯子区地域協働推進員（区役所職員）】
が交代します

佐藤 亜希子様　 （磯子区役所区政推進課）
前島　 絵美様　 （横浜市役所市民課へ異動）

【浜小学校校長　原 南実子先生
（本郷台小学校へ着任）

【汐見台中学校副校長】青木 照美先生
（豊田中学校へ着任）

　２年間在籍、元気に自転車で学
区内を走りまわり、「汐中地域防災
拠点訓練」には生徒120名が参加す
るなどフルパワーで地域活動への参
加にご理解とご協力を頂きました。
有難うございました。

　３年間在籍、地域活動依頼には
いつも明るく素敵な笑顔で応対し
て下さり、朝会での「エコパトロー
ル」参加への呼びかけにもご協力
を頂き、親子での参加が増えてま
す。有難うございました。

ワンワンパトロール

　令和２年５月９日（土）開催予定でした、「令和2年度汐見台自治会連合会定期総会」は、新型コロナウィル
ス感染拡大防止の為、そして４月７日（火）緊急事態宣言発令により、書面表決での総会となりました。
連合会始まって以来の事です。現在５４自治会の加入を頂いておりますが、そのうち４８自治会（代議員）より
審議結果を頂きました。それぞれ議案すべて過半数以上の賛成で承認されました。有難うございました。
　本来ならば総会の席上において令和元年の活動報告並びに決算報告、令和2年度の活動計画並びに予算計
画に対しては、丁寧な説明とご意見、ご質問をお受けすべきでしたが、連合会だよりでのご報告、挨拶になり
ました事お詫び申し上げます。
　昨年のご報告ですが、汐見台地区内は大きな事故も無く平穏無事な1年であったと思います。汐見台小学校
の建て替え工事も着々と進み令和５年度の竣工が待ち遠しいところです。又、３月２７日（金）竣工の「ヴェレー
ナシティ上大岡（１３２世帯）」の入居も終わっています。間もなく汐見台のお仲間として連合会に加入頂ける
と思います。他にも2カ所の土地購入見込みのご相談もあり、まだまだ、人口増加の兆しが感じられ、更に活
気あふれる街を思い描いております。
後半２月３月は既にコロナウイルスの感染が始まり、予定しておりました各委員会の活動、イベントも中止とな
り、大切な命を守るため不要不急の外出を自粛し今に至っております。令和２年度も５月２５日（月）に緊急事
態宣言は解除されましたが、予定しておりました夏まつりは３密を避けるため中止させていただきました。
　来年３月には桜の満開のころ、「桜まつり」を企画しております。楽しみにして下さい。２２名の新役員と共
にスタートを切りましたが困難な１年になると思います。
マスク、手洗い、ソーシャルディスタンスを守り今までと全く異なる新生活様式での日々です。新しいワクチン
が開発される日まで、“ウィズコロナ”で各自の責任で乗り越えていきましょう！そしてマスクを外した笑顔の
皆様にお会いする日を楽しみに安全第一で活動して参ります。本年度もご支援、ご協力の程宜しく願い申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（汐見台自治会連合会 会長 岡 道子）
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◆土手を削ってフェンスを設置、
　歩道を拡幅して安全に通れるようになりました。

◆ストア前バス停（汐見台会館側） の　　　　
　ベンチの取り替えが終わりました。（中央）

　５月１６日（土）に汐見台２丁目『ヒルコートテラス』横の
Ｄ公園は工事が終了しオープンしました。
皆様が楽しそうに元気に遊んでいます。　　　（委員長 合澤 壽賀）

噴水が撤去され
広々としたスペースができました！

康心会汐見台病院へ Ａ・ＣＯＯＰへ 連合会事務局へ


