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スポーツ推進委員協議会　 　鈴木寛秋　　　 　 阿部恒夫

子ども会育成協議会　　　 　　宮澤　章 　　　　　加藤義浩

保健活動推進員協議会　　　 森　英子　　　 　　前田和孝

家庭防災員協議会　　　　 　　粳間美知枝

環境事業推進委員協議会  　鈴木敏彦

笹堀菱興団地自治会　　　　　久保　清            佐藤優子

岡村住宅自治会　　　　　　　　福田萬利子　　 　林　正晴

民生委員児童委員協議会　　大橋喜美子　　 　齋藤康子

青少年指導員協議会　　　　　釣井　清　　　 　　宮澤  章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　庄司泰成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　岡村冨男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丹野能利子

地区連合町内会　　　　　　　　三澤繁次　　　　　小島治夫

地区社会福祉協議会　　　　　三澤繁次　　　　　橋本康正

地区スイッチＯＮ磯子Ⅲ　　 　小島治夫　　　  　橋本康正

岡村西部連合自治会　　　　　三澤繁次　　　　　小島治夫

岡村中部自治会　　　　　　　　橋本康正　　　　　芦澤謙司

岡村西部第二自治会　　　　　阿部恒夫　　　　　庄司泰成

岡村西部第三自治会　　　　　小島治夫　　　　　大石直樹

泉谷自治会　　　　　　　　　　　小池上一　　　　　武井美和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　稲垣　哲

あいさつ　

は体験や遊びを通じて大人や異年齢の子ども達と集団の

中で接する機会が多いほど「心の豊かな子ども」に育つと

思います。これからも色々な行事に参加を待っています。

　　岩元　隆道　　福祉保健センター担当部長

　　石井　誠一　　保険年金課長

　　早川　綾子　　保険年金課国民年金係長

・体力増進・交流等を図り、ファミリースポーツやコミュニティ

スポーツをより一層普及させていきます。

   子ども会育成協会

　設立当初から地域の子ども達を見守って来ました。色々

な行事の中で、人気は「クリスマス餅つき会」です。子ども

子どもたちが健やかに育つための活動をしています。　

   スポーツ推進委員協議会

　現在、１１名で活躍しています。市・区の動員参加、地区

での単独事業、他諸団体との事業参加等１年中活動して

います。スポーツレクリエーション活動を実施し、健康維持

岡村地区協働推進員　(行政の岡村地区担当者）

日赤奉仕団　　　　　　  　　  　武田千津子　　 　臼見元恵

地区老人クラブ　　　　 　 　　  磯野キヌ

諸団体紹介
   青少年指導員協議会

  岡村地区の7つの自治会・地区連合及び岡村小学校か

ら推薦されて、県・市の委嘱を受けて、14　名で岡村地区

協議会を構成しています。子どもと家族、地域の方々の交

流ができるような行事や、地域のパトロール等を通して、

　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　 梁田奏興氏

            　　　　               　　  　　 　 伊澤國次氏

    　　　　      岡村中部自治会　       白石孝徳氏

      地区連長感謝状　　

　　　　　　 　笹堀菱興団地自治会長　糸賀正浩氏

自治会長退任者表彰　平28年4月20日  地区連長会

参りたいと思っています。

是非、皆様の積極的な参加をお願い致します。

　　 功労賞　　岡村西部第一自治会 　道土井亨氏

       区長感謝状                       　

      　　　　    岡村西部第二自治会　 井上　栄氏

磯子区環境行動推進功労者　５月３０日

自治会役員退任者表彰　７月６日

　　 ５年以上役員として従事し前年度末に退任された方

向きに対応ください。また、地震等の災害への備えもお願

いします。

　さて、２８年度磯子区運営方針の基本目標は『地域の人

たちとつくる　暮らしやすいまち・いそご』を目指しています。

岡村地区も、磯子区民の一員として「安全・安心で住みや

すいまち岡村 ‼」を目指して地域一丸となって取り組んで

が横浜で８１．０％です。今、近隣にこのような地震が発生

した時、果たして何人の方が震災に立ち向かい自助・共

助に力を発揮できるでしょうか。

　地域として、毎年３回の防災訓練を実施しておりますが、

一般の方々の参加は数えるほどの状況にあります。

是非、今回の熊本の地震を『対岸の火事』と捉えずに、前

で震度７が２度にわたり発生しました。２ヶ月になろうとして

おりますがいまだに余震が続いています。また、日本のい

たるところで中規模の地震が発生し、東南海地震等が近

づいているのではないかと心配が募るところです。

　最近の新聞で、南海トラフ巨大地震の発生確率増加の

記事が出ました。今後３０年以内に震度６弱以上の発生率

  岡村地区連合町内会  岡村地区社会福祉協議会

　梅雨に入りましたが夏日の日も多いこの

頃ですが、皆様方にはお変わり無くお元

気にお暮らしのことと存じます。

　５年ほど前に発生した東日本大震災に

おりましたが、４月に発生した熊本大地震

よる地震・津波等の恐ろしさを忘れかけて

顕彰者
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　２月２５・２６日（土・日）岡村梅林 ライトアップ・「梅まつり」

　１月１５日（日） 山王台小防災拠点訓練 泉谷・笹堀・岡住

　１月２１日（土） 岡村小防災拠点訓練　岡村西部連合

　３月１２日（日） 第２回岡村防災スマイリングフェア

　２月　　岡村中学校防災拠点訓練　岡村中部自治会他

   〃　　　　　  　岡村地区連合・社協合同研修会

　１月　１日（土）広報紙「おかむら」第２９号発行 各戸配布 施し、楽しいひと時をすごしました。

　１月　８日（日） 磯子七福神めぐり　      　スポ進・青指

　１月　９日（祝） 岡村地区賀詞交換会　岡村小体育館

         　                          　　　　　　   藤の木中校庭

１２月１８日（日） 餅つき・クリスマス会 　地区子ども会 新春こども書初め大会　　平28.1.17　岡村西部会館

１２月２５日（日） ミニ門松・和凧づくり　子ども育成団体   11名の子供さんに参加を頂き、子供会・青指の共催で実

１１月１９・２０日（土・日） 第１７回文化祭　藤の木中挌技場

１１月２０日（日） 地区スポーツフェステイバル　　スポ進

　　　〃　　　　　 ペットボトルロケット飛行          青指                                        

                                                 久良岐能舞台共催

１１月　３日（祝） 地区社協「高齢者のつどい」　

                                           岡村西部連合自治会館

１０月　９日（日） 第１８回防災親睦健民祭　藤の木中校庭

                    予備日１０／１０　　　　　地区スポ進担当

１０月２２・２３日（土・日） 第１０回久良岐まつり

　９月　１日（木） 岡村小学校防災拠点・防災訓練 　　　　　　　　　　　　　　　　装社長 岩橋良人氏に感謝状贈

                               岡小・岡中・岡村西部連合自治会 　　　　　　　　　　　　　　　　呈がありました。

１０月　１日（土） 岡小・藤中・地域合同登校路清掃

　８月２０・２１日（土・日） 岡村中部自治会 中部３丁目公園他　　　　　　　　　　　　　　　　内会会長 渡部近司氏に感謝

        〃                   岡村西部連合自治会　 　　　　　　　　　　　　　　　　の意を込めて花束贈呈と、自治

                                               西部連合会館付近他 　　　　　　　　　　　　　　　　会館改修に貢献された ゆず建

　７月２３日（土） 泉谷自治会　　　    　　泉谷公園

　８月１８・１９日（木・金） 岡村中部自治会盆踊り 賀詞交歓会　　平28.1.11　岡村小学校

                                                     中部３丁目公園 　総勢174名の集まりでした。ここで、前岡村地区連合町

                                             長野県池田町訪問

※自治会夏まつり（７・８月）

　７月１６日（土） 笹堀菱興団地自治会　笹堀第一公園

                    岡村西部連合自治会館・岡村住宅集会所

　７月１７日（日）夏休み作品教室

                   親子でﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄづくり　地区青指主催

　７月３０日（土）～８月　１日（月） 第２４回児童交流

　６月１９日（日） 岡村地区「歩け歩け大会」

　　　　　 　　　　　海の公園潮干狩り　　６月５日雨天のため

　７月　１日（金）広報紙「おかむら」第２８号発行 各戸配布

　７月１０日（日）参議院議員通常選挙

　６月　４日（土） ３Ｒ夢・磯子クリーンデー　 来年も七福神に会いに行

　　　　　　　　　　 岡小・岡中・藤中と地域合同清掃

　６月１８日（土） 地区社協「高齢者のつどい」

                     岡村西部連合自治会館

岡村地区２８年度主な活動計画 自治会活動の記録
　４～５月　岡村地区連合町内会・社会福祉協議会総会、

　青指主管の行事です。　　　　　　　各自治会総会、

　４月　岡村地区スイッチＯＮ磯子Ⅲ　第三期活動スタート 今年は89名の参加があり、

                               岡村公園少年多目的広場

磯子七福神めぐり　　平28.1.10

ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５年間） にぎやかに約９㎞の行程

　５月２２日（日） 岡村西部連合自治会「ふれあい草木展」　 を歩き、無事に参拝を終え

                                岡村西部連合自治会館

きましょう。
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ての講義

を受けま

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君津市ロマンの森共和国

　磯子区社会福祉協議会 事務局長 本間昭彦氏より社

協につい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放水訓練↑

岡村地区社協・連町「合同一泊研修」　 平28.4.2-3

りを楽しみまし

た。

は約1500名の

来場者が有り、

舞台の歌や踊

アップに約300名

の来場者。

28日のまつりに

梅まつり　平28.2.27-28　　岡村梅林 自衛隊の災害活動の紹介↑　　　　　火起こし体験↑

　27日夜のライト

   停電時の夜間

　　　　想定訓練→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            ←段ボールで居 ワーク・磯子区役所など。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住場所設営

　　  防災グッズ販売→

　　　　　　　　　　　　　　　　               段ボールのリレー↑ 災ライセンス・アマチュ

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ア無線磯子支部・磯子

防災ボランティアネット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村公園 多目的広場　

　岡村公園管理事務所と共催の防災訓練。参加者は延べ

約300名でした。協力団体は自衛隊・磯子消防署・磯子防

岡村西部「防災スマイリングフェア」 　平28.3.13

を行いました。

　　　　　　　　　　　 　　→

消火栓からの放水訓練

防災拠点に集合します。

（注・各自IDカード持参)

ここで、各種の防災訓練

岡村西部「防災拠点訓練」　　平28.1.16　岡村小学校 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ←岡小の

　初めに一時避難所に 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅ジュース

集まり、集団で岡小の 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売店
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賑やかな食卓を囲

むことができたこと

でしょう。

　200名を超える方に参加頂き、盛況のうちに収穫祭を終

えることができました。　各家庭でおいしい梅酒や梅ジュ

ース・ジャムができ

岡村梅林「梅収穫祭」　　平28.6.12

活動を行いました。

　岡小、岡中、藤の木中の生徒たちと自治会が参加して

総勢151名による

町内4か所の清掃

↑会場を飾った花たち　 　海の公園の潮干りでは、例年にくらべて大き目でりっぱ

　スリム なアサリが沢山採れました。

3R夢・磯子クリーンデー　　平28.6.4

岡村地区『歩け歩け大会」　　平28.6.19

　雨で２週間の順延となりましたが、４９名もの参加がありま

した。カンカン照りではなく、絶好の「歩け歩け」日和。

　　　　　　　　　　　　　　　　←横浜出前落語会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊々亭 遊麗さん

などを楽しみました。

川田様の健康講話。

昼食会、ビンゴによ

る好きな花のお土産

地区社協「高齢者の集い」　平28.6.18　岡西自治会館

参加者49名、来賓15名。お楽しみ落語、滝頭ケアプラザ・

出展数が多く賑やかな草木展になりました。併せて、お土 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

産用の苗木を26名の方から提供されました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡村西部「ふれあい草木展」　　平28.5.22　自治会館

　89名の出展者が丹精込めた園芸作品233鉢が会場に並

び、来場者延べ153名を楽しませました。今年は例年より 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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