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岡上町内会の平

成３１年度の総会

が ４ 月 ２ ９ 日

(月・昭和の日)、

新緑に囲まれた岡

上公会堂で開催さ

れました。 

 当日は８５名の会員が出席のもと、第１号議案から第

９号議案まで慎重に審議が行われ、全上程議案が満場一

致で原案通り可決・承認されました。 

 これにより、平成３１年度の事業が本格的にスタート

しました。 

  ～～平成３１年度の主な事業計画～～ 

 町内会の事業運営について、全１１項目にわたり事業

計画が示されました。 

その主なものは次の通りです。 

☆運営…総会の開催、総務会・定例役員会等の開催 

☆広報関係…町内会だよりの編集および県・市政だより、

その他公共機関等の広報紙の個別配布・回覧、町内会

ホームページの運用 

☆防犯関係…防犯パトロール等地域防犯活動の強化、青

色回転灯パトロール車の活用による町内巡回、防犯灯

の新設要望等受付、振り込め詐欺防止への積極的な広

報 

☆交通関係…道路、交通施設の危険個所点検と対応策 

☆環境整備関係…廃棄物減量指導員を中心に「ゴミ出し

ルール」の徹底とゴミ集積所周辺の美化 

☆防災関係…岡上全体による防災訓練の実施（１１月２

日開催）、災害時安否確認旗「黄色い旗」の啓蒙及び掲

示訓練の実施（９月７日予定）、見守り対象者の把握と

支援者の育成      

☆福祉関係…敬老会の開催、災害時要援護

者支援制度への対応支援、「岡の上カフ

ェ」の継続、「ベンチプロジェクト」の

立ち上げ推進 

 

☆各種団体等へ活動助成…団体・個人に活動費助成等 

☆公会堂の管理・運営…各種団体等の利用促進、定期清 

掃等の実施 

☆行政機関等への要望とりまとめ 

☆その他…岡上納涼夏祭りの実施など各種行事の開催、

関係機関への諸会議出席、岡上地区の住所の表し方勉

強会出席、岡上地区・鶴川地区交流会 

※事業報告、収支決算報告、事業計画、収支予算など、 

詳しくは別紙回覧の総会資料をご覧ください。 

※役員の選出については、裏面をご覧ください。 

………………………………………………………  

町内会費の集金にご協力を 
  

日ごろより、町内会の様々な活動に対し、ご理解・ご

協力をいただきありがとうございます。 

 ５月は町内会費・前期分(４月～９月）の集金をさせて

いただきます。今月中に町内会地区担当役員がお伺いし

ますのでよろしくお願いいたします。 

 集金を行う役員は「町内会役員証・委嘱証」を携帯・

提示いたします。 

…… 日本赤十字社 …… 
会員募集のお願い 

  

５月は、日本赤十字運動月間です。 

 町内会費の集金に併せ、地区担当役員

が会員募集・活動資金（会費）の協力の

お願いをいたします。 

赤十字の詳しい趣旨については、回覧・チラシをご覧

ください。 

……………………………………………………… 

春の全国交通安全運動 
……安全は 心と時間の ゆとりから…… 

５月１１日（土）～２０日（月） 

 
 

☆子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交

通事故防止 

☆自転車の安全利用の推進 

☆全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正し

い着用の徹底 

☆飲酒運転の根絶 

☆二輪車の交通事故防止 

 

岡上地区 ４月の事件・事故発生件数 
    

     ０ 件       （川崎市・最新の犯罪情報から） 

平成３１年度 総会開催 

新年度事業がスタート  
… 全上程議案を可決・承認 … 

 



 

岡 の上 Ｃ a f e （カフェ） 
 

 

世代も地域も問わず、だれもが気楽

に集える「いこいの場」です。 

・日時 ５月２５日（土） 

午前１０時３０分～午後１時 

・会場 岡上公会堂 

・内容 おどろき！笑い！マジックショー 

（新百合マジック・松澤フキ子さん） 

    カフェカレー（ライス・スプーン持参） 

・参加費 １００円 

※保健師・看護師・保育士が常駐しています。 

（岡上町内会・民生委員、後援…片平地域包括支援ｾﾝﾀｰ・麻生区） 

……………………………………………………

柿生中学校体育祭 
 

・日時 ５月１８日（土）午前８時３０分から 

（雨天の場合は１９日） 

・場所 柿生中学校 校庭 

 

岡上小学校運動会 
 

・日時 ６月１日（土）午前８時４５分から 

（雨天の場合は２日） 

・場所 岡上小学校 校庭 

※小・中学校とも周辺に駐車場はありません。 

自動車・自転車での来場はご遠慮ください。 

…………………………………………………… 

住所の表し方勉強会開催 
 岡上地区は住宅を中心とした市街化区

域と、農地の利用や保全を図る農業振興

地域を含む市街化調整区域で構成されて

います。住居の表示については土地の登

記のためにつけられた「地番」を利用し

ています。 

 地番は、一筆の土地ごとに付番されて

いて、分筆や合筆が行われた土地には飛

び番、枝番、欠番が生じていることから、住居の標記と

しては不完全な面があります。 

 そこで、より分かりやすい住所の表し方について市と

岡上町内会・岡上西町会で協議、検討をするための「住

所の表し方勉強会」を立ち上げました。 

 「新たな住所の表し方」についてはいくつかの方法が

あり、詳しくは今回皆さまに個別配布する別添資料をご

覧ください。 

 ご意見・お問合せは、川崎市市民文化局市民生活部戸

籍住民サービス課（☎０４４－２００－２７３６）へご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度総会において、総務役員と地区役員の選

出について承認がなされました。新年

度の役員をご紹介します。 

 

【総務役員】 

顧  問 梶 司朗 

会  長 宮野 敏男 

副会長 海老沢 隆 吉村 博孝 梶 久夫 

会  計 宮野 勉  石川 忠夫 

幹  事  中川 孝司   林 要  伊藤 道子 

澤田 淳子 山田 祥司 滝口 洋  岩田 桂枝    

会計監査 海老澤 満 梶 康夫 

 

【地区役員】 

下地区 １班  舘岡 吾弥  ２班Ａ 森 晶子 

     ２班Ｂ 米山 幸江   ３班  山田 満 

     ４班Ａ 久保田 太一  ４班Ｂ  会田 太 

     ５班Ａ 栗原 勉    ５班Ｂ 森川 彰 

     ６班  山田 勝彦 

上地区 １班  島田 憲一   ２班  大木 弘光 

     ３班  梶 康夫   ４班  石川 敏 

 谷戸地区 

１班  雨宮 秀也  ２班   高松 京子 

 川井田地区 

     １班  池田 洋   ２班  林田 清治 

         ３班    海老澤 満    ４班  深澤 仁美       

５班  米山 裕一 

 岡上住宅    今井 弘司、高山 成二 

 鶴川ハイツ   山本 誠、大野 祐三 

 サニークレスト鶴川  曽谷 周平 

 グリンコーポ鶴川   竹富 則和 

 ルピナス鶴川     平林 良夫、小川 長久 

 アシェール鶴川    丸山 優子 

 日神パレステージ鶴川 佐藤 小一郎、太田 昭一 

退任役員……  

退任された役員の方々には、町内会組織充実にご尽力

をいただきました。その実践活動に感謝し記念品を贈呈

しました。 

【総務役員】…幹事・鈴木成一 

【地区役員】（順不同）…中田和美、モリーナあや子、 

佐々木正、靏久達也、磯邉裕一、石井洋一、東海林郁代、

天野寛治、鈴木啓友、滝口洋、根岸良久、山田由紀男、

永野一郎、塚田優、梶伊佐雄、岩田桂枝、宗宮弘一、新

堀澄夫、北川泰、長倉正和、藤原昭子、日下部有美子、

鈴木秀行、愛須智美、樋口晶子、高澤雄也 

平成 31 年度 岡上町内会 … 

… 総務・地区役員  


