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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。 

………………………………………………………… 

水害等にご注意を 
 

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 
 

 

岡上町内会会長 宮野敏男さん 

麻生区町会連合会会長に就任 
 

 ５月１３日付けで麻生区町会連

合会（１０７の町会・自治会が加

入）の会長に現岡上町内会会長の

宮野敏男さんが就任しました。 

 宮野さんは１１年前に岡上町内

会会長に就任。６年前からは麻生

区町連の副会長として会を支えて

きました。 

 昨年度はコロナ禍で活動もやむ

なく中止や延期等になりましたが、本年度はこれまでの

経験を活かし、岡上・麻生区の町会活動の中心として、

皆さんに喜んでいただける、よりよい活動・まちづくり

を目指していきます。 

……………………………………………………… 

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 ６月２６日（土）午前１０時～正午 

会 場 岡上公会堂 

内 容 たなばたかざり 

    ※カフェカレーはありません 

（飲み物は各自持参） 

参加費 １００円 

※看護師・保育士が常駐しています。 

（岡上町内会・民生委員・カフェボランティア 

後援…片平地域包括支援ｾﾝﾀｰ・麻生区） 

……………………………………………………… 

新型コロナウイルス感染拡大防止 

町内会行事の中止について 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の町内

会行事を中止させていただきます。 

皆様のご理解をお願いいたします。 

➢ 岡上納涼夏祭り ８月 ７日（土） 

➢ 敬老の日の集い ９月１８日（土） 

※敬老会祝典は中止します。一定年齢以上の方には 

お祝いの品を贈呈いたします。詳細は今後発行する

ご案内をご覧ください。 

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 



 

ニュースポーツの普及などに取り組む 

麻生区スポーツ推進委員会 

委員長を務める 山田 勝彦さん 
 

ニュースポーツの普及・健康

増進などに取り組むスポーツ推

進委員会の委員長を昨年４月か

ら務める下地区にお住いの山田

勝彦さん。 

麻生区において同委員会の発

足時から、長年にわたり委員と

して活躍し、いろいろなスポー

ツに触れることで地域へスポー

ツの楽しさ等を伝えてきまし

た。 

ボッチャなどの体験会を通し、障がい者スポーツへの

理解も深めていこうと意欲をみせています。 

各々のイベントに一人でも多くの方の参加が今後の課

題。世代を問わず皆様の参加をお待ちしています。 

……………………………………………………… 

防犯灯の照明の確保にご配慮を 
  

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。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【☎０１２０－６１５－３１５（２４時間

受付）】にご連絡ください。 

……………………………………………………… 

人と動物 仲良し  

皆で環境美化！ 
 

フンの始末は、 

必ず袋に入れて  

持ち帰りましょう 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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。 
      

２０２１年４月３０日現在 

(順不同・敬称略) 

 

岡上老人いこいの家  委員長  渡辺 喜代 

 岡上ときわ会     会 長  渡部 昭二 

岡上青年会      会 長  時任 竜也  

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  河﨑 薫 

母親クラブ(ひよこ)  会 長  堀越 卓子 

岡の上カフェ     代 表  伊藤 道子 

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 英臣 

交通安全協会     鈴木 成一、荻野 治男、 

山田 清成、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、星野 早苗、 

星野 朋子、谷中 恭子、 

磯邉 そのみ、山田 護 

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、谷中 恭子、 

           黒澤 明 

農業委員       山田 邦夫 

営農団地管理組合   組合長  長谷川 瑞英 

ＪＡ岡上支部     支部長  海老澤 和男 

ＪＡ岡上女性部    地区長  宮野 広子 

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  海老澤 和男 

岡上小学校      校 長  岩倉 義則 

岡上小学校ＰＴＡ   会 長  二階堂 亜佐子 

すぎのこ保育園    園 長  伊藤 道子 

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  近藤 好美 

岡上こ文運営協議会  会 長  井川 勝 

岡上西町会      会 長  二宮 弘史 

２０２１年度 ……… 

各種団体等 役員・委員 
 

岡上地区５月の事件・事故発生件数 

０ 件  
（川崎市・最新の犯罪情報から） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ご近所で、目配り、気配り、思いやり 

安全・安心のまちづくり 

               （岡上町内会） 

（写真提供 タウンニュース） 


