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防犯灯周辺の樹木の枝刈り作業 
 

６月１１日（日）  

午後１時３０分から（小雨決行） 

 

 防犯灯周辺の樹木の枝葉が茂り、照明

の妨げになっている所があります。毎

年、この時期に町内会役員の地域奉仕活

動として、枝葉の刈り取りをさせていた

だいています。 

 枝葉の刈り取りが必要と思われる所

の樹木を所有する会員の皆さまには、ご理解くださいま

すようお願いいたします。 

 また、会員の皆さまにも、この時期に樹木のお手入れ

等を行う際には、防犯灯の照明の確保にご配慮いただき

ますようお願いいたします。 

皆さんのお近くで防犯灯の故障等がありましたら、電

柱に設置されている管理番号を確認し、川崎市防犯灯コ

ールセンター （☎ ０１２０－６１５３１５、24 時間受

付）にご連絡ください。 

 

 

 

 

岡上町内会の事業運営に、日ごろよりご理解・ご協力

をいただきお礼申し上げます。 

 ５月にお願いいたしました町内会費・前期分の集金に

際しましては、ご協力をいただきありがとうございまし

た。 

 これからも、地域の防犯・防災対策やごみの集積所等

の環境整備等に取り組んでまいりますのでよろしくお願

いいたします。 
 

… 善意のご支援にお礼 … 
日本赤十字社会員増強月間 

  

日本赤十字社会員増強運動に際しまし

ては、多くの皆さまからご支援・ご協力

をいただきありがとうございました。現

在、協賛委員（民生・児童委員）が集計

をしておりますので、結果は「町内会だより７月号」で

報告いたします。 

 

 

 

 

 
 

ごみはルールを守って指定された場所、曜日に出し、ご

み集積所の清潔・美観維持とともに快適で住みよいまち

づくりにご協力ください。 

粗大ごみは申し込み制で有料です 

 普通ごみ以外の様々な物が廃棄されて

いるごみ集積所が見受けられます。家具や電化製品等の

粗大ごみは、ルールを守って出してください。 

 粗大ごみは、３０㎝以上の金属製品と５０㎝以上の家

具類などで、ごみとして出す時は、事前に「申し込み」

をする必要があります。また、粗大ごみの大きさ等によ

り料金が異なる「有料制」となります。 

 粗大ごみを出す時は、粗大ごみ受付センターへ電話ま

たはインターネットで申し込み、粗大ごみ処理券を郵便

局・コンビニ等で購入し、そのシールに指定された番号

または名前を書いて貼り、第２、第４火曜日の朝までに

出してください。 

 粗大ごみ受付センター ☎ 044-930-5300  

◎テレビやパソコン等の電化製品は、購入した電気店等

で引き取ってもらってください。 

◎空き缶、ペットボトル、空きびん・乾電池は、資源物

として毎週土曜日の朝に分別して出してください。 

◎コップ、茶碗、板ガラス、陶器類等は「キケン」と書

いて普通ごみで出してください。 

………………………………………………………… 
         

 

 

 
 

梅雨のシーズンとなりました。近年、

各地で集中豪雨・ゲリラ豪雨などの水害

や、落雷、突風等が発生し、大きな被害

をもたらしています。 

「イザ」という時に、どこに避難するか日ごろから家

族やご近所の方たちと話し合い、災害に対する心構えを

持つようにしましょう。 

地震・災害に備え、懐中電灯を用意したり、携帯ラジ

オや１週間分の食料、飲料も用意して、天気予報の最新

情報を確認しましょう。 

岡上地区の「地震・災害時避難場所」⇒ 岡上小学校 

町内会費の集金のお礼 

ごみ出しはルールを守って 
 … 住みよい環境づくりを … 

雨の多い 

季節です 水害等にご注意を 



 

還付金詐欺にご注意を！！ 

 

最近、町内会会員宅に還付金詐欺と思われる電話がか

かってきました。 

犯人の手口は、社会保険庁職員を装い、「年金の還付金

の連絡が郵便にてあったはずだが、既に還付手続き期限

が過ぎている。今ならまだ手続きを間

に合わせられるので、あなたの携帯電

話番号と預金口座番号を教えてくれ

ませんか」との内容。対応した会員は、

郵便の記憶もなく、とっさに不信を抱

き「郵便を確認し、折り返し連絡します」と返答したと

ころ電話がプツンと切れ、難を逃れました。 

公的機関が電話でこのような情報を聞くことは絶対あ

りません。不審な電話等には十分ご注意ください。 

詐欺と疑われることがあった時は、麻生警察署（電話 

044-951-0110）へ通報してください。 

……………………………………………………… 

岡の上Ｃafe（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 ６月２４日（土）午前１０時～午後０時３０分 

会 場 岡上公会堂 

内 容 「岡上の七夕かざり」 

みんなで笹飾りを作ろう。 

短冊に願い事を書こう。 

参加費 １００円  

※地域見守りセンターより保健師が毎回来ていますので

気軽に健康相談ができます。 

（岡上町内会・町内会民生委員、後援…片平地域包括支援ｾﾝﾀｰ） 

……………………………………………………… 

岡上の夏は納涼夏祭り 
 

・期日 ８月５日（土）小雨決行 

・時間 午後５時３０分～９時３０分（予定） 

・場所 岡上小学校校庭 

※詳しくは町内会だより７月号で 

お知らせします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡上町内会と緊密な連携を図って 

いただいています各種団体等の役員

および市・区等の関係機関の委員の

方々をご紹介します。 

      

(順不同・敬称略 平成２９年５月末現在) 
 

 岡上老人いこいの家  運営委員長  梶 司朗 

 岡上ときわ会     会 長  瀬川 邦丸 

岡上青年会      会 長  林 輝  

岡上こども会     会 長  梶 豊 

岡上太鼓       会 長  梶 浩司 

母親クラブ(ことり）  会 長  町田 真紗美 

母親クラブ(ひよこ)  会 長  後藤 彩 

麻生消防団東柿生分団 部 長  安楽 ひろし 

東柿生分団岡上班   班 長  江刺家 伸洋 

麻生消防ボランティア 地区長  梶 克司 

麻生婦人消防委員会  都鳥 有美、田中 眞寿美 

交通安全協会     鈴木 成一、山田 清成、 

荻野 治男、林 要、 

梶 浩司 

麻生警察署岡上駐在所 倉田 孝久 

民生・児童委員    伊藤 道子、海老澤 君枝、 

長谷川 初栄、高井 よしゑ、 

山口 尚志 

保護司        山田 由裕、白川 利広 

青少年指導員     鈴木 浩子、木村 哲也、 

林 要 

少年補導員      伊藤 志津子、谷中 恭子 

防犯指導員      山田 勝彦 

スポーツ推進委員      山田 勝彦、武井 千世子、 

谷中 恭子 

農業委員       山田 邦夫 

営農団地管理組合   組合長  横田 豊 

ＪＡ岡上支部     支部長  梶 康夫 

ＪＡ岡上女性部    地区長  海老沢 順子 

ＪＡ岡上青壮年部   部 長  高松 慎太郎 

岡上神社氏子総代会  会 長  横田 豊 

岡上小学校      校 長  栗田 嘉也 

岡上小学校ＰＴＡ   会 長  木村 博臣 

すぎのこ保育園    園 長  前田 満子 

麻生市民館岡上分館  分館長  石川 岳司 

こども文化センター   館 長  高谷 尚子 

岡上こ文運営協議会  会 長  井川 勝 

岡上西町会      会 長  土屋 隆寿 

 

岡上地区 ５月の事件・事故発生件数 

空き巣 １件 （川崎市・最新の犯罪情報から） 

 

 ※最近タイヤ盗が多発しています。ご注意を！ 

…………………………………………………… 

～あなた迫る黒い影～  後ろが危険 
「ひったくり」「不審者」こまめに振り返る

だけで防げる犯罪があります。 

 ご近所で、目配り、気配り、思いやり 

 

平成２９年度 ……… 

各種団体等 役員・委員 
 


