岡村地区連合町内会・岡村地区社会福祉協議会 広報紙

お か む ら
退任あいさつ
前岡村地区連合町内会長

渡部近司

私が自治会と関わるようになったのは１９
才・大学２年（昭和２９年）のとき、当時の岡
村西部自治会長から青少年部長と子供会
の立ち上げを要請されたことが始まりです。
学生の身でもありお断りしたのですが、岡
村西部自治会館（現中部自治会館）で子
供たちに勉強を教えながらという事で引き
受けました。
その後、総務部長を続けながら、２６才で保護司、２８才で
体育指導委員、３６才で青少年指導員となって青少年の
指導・育成にあたり、区・市・県の会長も勤めました。
昭和３８年（２９才）、岡村西部自治会（５７０世帯）と岡村中
部自治会（８７０世帯）に分封し、西部自治会の総務部長に
就きました。この時の岡村西部自治会館（現岡村中部自治
会館）を岡村中部自治会の会館とし、岡村西部自治会は現
在の地に自治会館を建てました。 平成１１年、岡村西部自
治会を岡村西部第一・第二・第三自治会に分封し、笹堀菱
興・岡村住宅自治会と５自治会で滝頭地区から分封し岡村
地区連合町内会を立ち上げ、翌年泉谷自治会が入会した。
今まで１６年間会長を務めてまいりました。また、この間に、
磯子区連合町内会長会に籍を置き、この４月まで、磯子区
連合町内会長会会長とし務めてまいりました。
そして今年、分封から５３年目にして岡村中部自治会を岡村
地区連合町会の仲間として迎え入れることがでできました。
思い起こせば人生の大半を地域のために費やしてきました。
これからは地域の発展を願いながら、自分と家族のために
頑張ってまいります。在任中、本当にありがとうございました。

岡村中部自治会 岡村地区に合流！！

発行日 平成２７年 ７月 １日
第 ２６ 号
発行責任者
三澤繁次

就任あいさつ 岡村地区連合町内会長
岡村地区社会福祉協議会会長 三澤繁次
渡部近司岡村地区連合町内会長が
４月に退任されたことを受けて、この５
月から岡村地区連合町内会会長に就
任いたしました。
渡部前会長は、１９歳の学生のときに
自治会役員に就かれ、今日まで６２年
間、その間に岡村西部自治会長として
８年、岡村地区連合町内会会長として１６年間地域をリー
ドされてきました。
また、横浜市の青少年育成、磯子区の活性化等に尽
力されてきました。
このような渡部会長の後を受けて会長の職を受けるこ
とに不安を感じておりますが、私のできることを精一杯頑
張っていこうと決心いたしました。
また、今年４月から岡村中部自治会の皆様が岡村地区
連合町内会の仲間入りをされました。現在７自治会・会
員数４,０８０世帯となり活動の範囲も広がりました。
皆様方のご協力のもとに自治会役員の皆様のご協力
も得て岡村地区がますます「安全で安心な、住みやすい
街」を目指して頑張ります。
よろしくお願い申し上げます。
○ 岡村地区連合町内会
・岡村西部第一自治会
・岡村西部第二自治会
・岡村西部第三自治会
・笹堀菱興団地自治会
・岡村住宅自治会
・泉谷自治会
・岡村中部自治会

７自治会 ４,０８０世帯
宮澤 章会長 ９０５世帯
阿部恒夫会長 ９６１世帯
小島治夫会長 ５０２世帯
糸賀正浩会長 １５３世帯
福田萬利子会長 ２６０世帯
小池上一会長 ５１０世帯
橋本康正会長 ７８４世帯

岡村中部自治会が 本年４月１日付けで岡
村地区連合町内会の一員となりました。諸団
体を含め合同での活動を開始しています。
あいさつ
どうぞ
岡村中部自治会長 橋本康正 よろしく！
この度（平２７年４月から）、岡村地区の仲間に加わりました
岡村中部自治会を代表して、一言御挨拶を申し上げます。
滝頭地区に属しておりましたが、昨年４月、岡村地区の
各町内会長の皆さま達から「岡村で一緒に」という熱い呼
びかけを頂戴しました。昔からの岡村天神の氏子地域と
いう歴史的・地理的共通性、また、通学区域はすべて岡
村小学校ということなどを考慮し、地縁団体としての原則
に立ち帰り、岡村地区の一員として活動することと致しま
左から 小池上泉谷会長 小島第三会長 福田岡住
した。 「岡村中部」は、「岡村地区」のルーツ（！）でもあ
会長 三澤連合会長 阿部第二会長 糸賀笹堀会
ります。新参者ではございますが、どうぞ、お手柔らかにお
長 宮澤第一会長
付き合いくださるようお願い申し上げます。
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岡村地区の顕彰者
① 平成２７年度磯子区環境行動推進功労者表彰
6月8日平成27年度磯子区環境行動推進本部総会にて
功労者４名、団体の部１団体、企業の部１企業が受賞
岡村地区からは
後藤好正様（ 岡村住宅自治会 環境事業推進委員）が
地域等の清掃による街の美化に貢献。
小林 磯子区長より 感謝状・記念品贈呈
② 自治会役員としての貢献。
小林 磯子区長より 感謝状・記念品贈呈
1) 自治会役員として２０年以上従事 １名
岩井忠之様 ２０年 岡村西部第一自治会副会長
2) 自治会役員として５年以上従事し、前年度で退任 ４名
柿野谷典子様 ７年 岡村西部第一自治会寿老部副部長
加部富子様 ５年
〃
寿老部副部長
梅田正義様 ５年以上 岡村西部第二自治会寿老部長
武井道子様 ５年 岡村中部自治会防災部副部長

岡村地区「女性消火隊」発進！
横浜市初の「女性消火隊」を磯子消防署の指導で立ち
上げました。
「女性消火隊」メンバー ６名（敬称略）
粳間美知枝
濱田成子
吉成みどり
越後谷幸子
小島和子
武田千津子
これから訓練に入ります。 同隊への入会をお願いします。

平成２７年度「岡村地区主な事業」決まる！

４月１２日
統一地方選挙投票所
４月１８・１９日 長野県池田町横浜緋桜観桜・交流の旅
４月２６日
岡村地区社会福祉協議会総会
５月１６日
岡村西部連合自治会総会
同
岡村地区連合町内会総会
５月３１日
「第１３回ふれあい草木展」 岡村西部連合
６月 ６日
３Ｒ夢 いそごクリンデー・地域清掃
６月 ７日
「歩け歩け大会」海の公園汐干狩り（スポ進）
６月２０日
Ｈ２７年度 第１回「高齢者の集い」（社協）
６月２７日
第１回岡村梅林「梅収穫祭」
７月 １日
広報紙「おかむら・第２６号」発行
平成２７年度 岡村地区内諸団体長紹介
７月１９日
夏休み作品展・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄづくり（青指）
○ 地区連合町内会 １９名
７月１８日
笹堀菱興団地自治会夏まつり
会長：三澤繁次、副会長：宮澤章、会計：道土井亨、
７月２５日
泉谷自治会夏まつり
事務局長：小島治夫、監査：福田萬利子
７月２１～３１日夏休み・朝のラジオ体操
○ 地区社会福祉協議会 ２６名
７月２５日
愛のパトロール
会長：三澤繁次、副会長：大橋喜美子、会計：道土井亨、 ８月 １～３日 第２３回池田児童交流
事務局長：平岩裕子、監査：橋本康正
“海と都市の体験交流”
○ 岡村西部連合自治会 １７名
８月８・１５日 愛のパトロール
会長：三澤繁次、副会長：小島治夫、会計：道土井亨、
８月２２・２３日 岡村中部・西部連合夏まつり
事務局：大石直樹、監査：阿部恒夫
９月 １日
防災の日・小中学校西部合同防災訓練
○ 地区青少年育成協議会 １７名
９月２１日
敬老の日・敬老祝賀訪問
会長：三澤繁次、副会長：宮澤章、会計：早乙女幸男、
９月２７日
第３９回磯子まつり・パレード
事務局：釣井清、監査：橋本康正
１０月 ３日
学校・地域合同通学路清掃
○ 地区スイッチＯＮⅡ磯子
１０月１１日
第１７回地区防災親睦健民祭
会長：早乙女幸男、副会長（支え合い長）：平岩裕子、
１０月２４・２５日 第９回久良岐まつり
○ 地区民生委員児童委員協議会 １９名
１１月 ３日
Ｈ２７年度 第２回「高齢者の集い」（社協）
会長：大橋喜美子、副会長：齋藤康子、会計：小柳節子 １１月１４・１５日 地区社協・地区連合同一泊研修会
○ 地区青少年指導員協議会 １０名
１１月２１・２２日 第１６回地区文化祭（社協・青指）
会長：釣井清、副会長：宮澤章・岡村富男、庄司泰成
１１月２２日
第１２回地区スポーツフェスティバル（スポ進）
会計：中川ルミ（岡小学域青指）
〃
ペットボトルロケット飛行（青指）
○ 地区スポーツ推進委員協議会 １１名
１１月２９日
第７回磯子区民駅伝大会（ＩＨＩ横浜事業所）
会長：鈴木寛秋、副会長：阿部恒夫、会計：道土井亨
１２月 ５日
地区社協臨時総会・諸団体報告会
○ 地区子ども会育成協議会
１２月２０日
地区子ども会・餅つきクリスマス会
会長：宮澤章、副会長：加藤義浩、
１月 １日
地区広報紙“おかむら第２７号”発行
○ 地区保健活動推進員 ２１名
１月 ６日
磯子区賀詞交歓会
会長：森英子、副会長：前田和孝、丹野能利子
１月 ９日
磯子消防出初式
○ 地区環境事業推進委員
１月１０日
磯子七福神めぐり（青指）
代表：鈴木敏彦、
１月１１日
岡村地区賀詞交換会
○ 地区家庭防災員
１月１６日
防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの日・岡村小防災拠点訓練
代表：粳間美知枝、
１月１７日
地区新春こども書初め会（青指・子ども会）
○ 地区日赤奉仕団 ２４名
３月 ５日
岡村梅林ライトアップ
団長：武田千津子、副団長：臼見元恵
３月 ６日
第２３回岡村梅林“梅まつり”
○ 地区寿老クラブ
３月１３日
3.11東日本大震災対応防災研修会
会長：磯野キヌ、
皆で参加し、活動を盛り立てよう！！
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磯子七福神めぐり

新春子ども書初め大会

１月１２日.

参加者73名
本年も良い年
でありますよう
に！
みんなでお
詣り

参加者9名があり、がんばりました。書初めの後、福笑いを
行い、おしるこをいただいて楽しく終わりました。

第２２回岡村梅林梅まつり

岡村地区賀詞交歓会 盛大に実施

１月１８日

３月１日

参加者800名 前夜のライトアップは月夜のなか幻想的
でした。 当日は、残念な雨模様。
舞台では雨にも
負けず、出演者
が「華」を添えて
くれました。

１月１２日

地区年度始めとして、岡村小学校体育館に 参加者１６０名

防災の日・岡村小学校防災拠点訓練
3.11東日本大震災対応防災研修会

参加者86名
1月17日（岡村地区）
一時＜いっとき＞避難場所から岡小の防災拠点居へ移動
の後、消火器・防災機器の取り扱い訓練。心臓マッサージ
や崩壊した建物の下敷きになった人を救出する訓練など
を行い、最後に備蓄の防災食で昼食（これも炊き出し訓練）
で。
解散。

３月８日

災害時の「避難所の開設」と「運営」を行う図上訓練。
これをハグ訓練という。ハグとはＨＵＧ [ Ｈ：避難所
Ｕ：運営 Ｇ：ゲーム] のこと。チームで避難者ひとり
ひとりの状態に合わせ運営計画を立てる。参加者80名

人形を
使って
救出訓
練 →
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池田町横浜緋桜観桜・交流の旅

４月１８・１９日

参加者２６名 天候に恵まれ、北アルプスとともに横浜緋桜
も満開で迎えてくれました.

地区“歩け歩け大会” 海の公園潮干狩り
６月 ７日
73名(うち子供・幼児21名)の参加があり、元気に歩きました。

潮干狩りのアサリは例年より小ぶりでしたが美味しかった。

春の園芸“第１３回ふれあい草木展”

５月３１日

出展者８０名のかたがたから１９１点の出品があり、１６９名の
方々が作品を楽しみました

「高齢者の集い」 地区社協

６月２１日

５４名の参加者とご来賓、お手伝いの方々を含め総勢
９４名が「おしゃべりマジック」や「季節の味・五目ご飯」で
大満足。ビンゴゲームでお花のお土産。
参加者からスタッフへ「楽しかった」
「ありがとう」の声が多くありました。

岡村クリーンデイ

６月６日

明方迄の雨がうそのよう
に天候にも恵まれ、生
徒・地区から合計144名
の参加者がありました。

綺麗な岡村地
区になりました。
次回も多くの参
加者を待って
います ! !
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