花の台町内会広報 第 61 号

令和 3 年 3 月 1 日

この会は会員相互の親和と互

(1)

発行責任者：田 村
伸一郎
編
集：広報部 小口 直弘

第６１号

宮前区宮前平 3-4-16 宮崎台ハイツ 1F
TEL/FAX 044-767-7502
Mail: hananodai@c04.itscom.net
花の台町内会館 開館日

助をはかり、会員の福祉の増
進と、明るく住みよい町づくり
に寄与することを目的とする。

毎週火・金曜日 10 時～12 時

（花の台町内会会則より）

花の台町内会 HP はコチラ⇒

花 の 台 町 内 会
会長 田村 伸一郎
新しい年の開幕、会員の皆様におかれましては、希望に満ちた新年
をお迎えの事とお慶び申し上げます。

考えます。今後も引き続き、公園体操、防犯パトロール、公園清掃な
どを通じて、子どもから高齢者まで世代を超えて集える場を大切にし

新型コロナ感染症が国内で広がりを見せてから早一年以上が経過

て交流を図って参りたいと思います。是非、皆様で声を掛け合い、お

したところですが、この間、町内会行事や見守り活動等などが大きく

誘いあわせの上ご参加ください。

制限されています。そのような中、会員の皆様におかれましては、防

新型コロナウイルスの一日も早い終息を祈りつつ、会員の皆様のご

災や福祉など地域社会が抱える様々な課題に対して多大なるお力添

健勝とご多幸をご祈念申し上げます。今年も安全・安心で、笑顔あ

えを頂いていますことに心からの感謝を申し上げます。

ふれる花の台町内会にしてまいりたいと思いますので、皆様の変わ

地域を巡回し、マスクの装着やソーシャルディスタンス確保などの
住民への呼びかけ、独居世帯の高齢者などへの的確な情報提供などコ

らぬご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして年頭のご
挨拶とさせていただきます。

ロナ禍の社会だからこそ、町内会の果たす役割は非常に大きいものと

＊桂田 實
令和２年は新型コロナウイルス旋風が吹き荒れました。４月の非常事

還元するかを協議。結果、避難所開設時の仕切板、非接触型体温計な

態宣言に伴い、町内会活動を 5 月連休明けまで停止し、町内会館も封

ど防災グッズの購入、町内会館維持管理のため入り口シャッターの大

鎖しました。５月の非常事態宣言解除に伴い、町内会活動を一部再開

改修、広報充実のための掲示板増設などに使わせていただくことにし

しましたが、班長さんによる対面での活動は中止にしました。但し役

ました。

員は月 1 回の役員会議をリモートにするなど密にならないよう充分に

この広報紙が発行される頃にコロナ禍が収束しているとは思えま

気を付けながら、総会の書面決議の準備、その後のイベント（納涼盆

せんが、令和３年度からの町内会活動が正常に行われる事を願ってい

踊り大会、防災訓練、秋季運動会、子ども御輿など）すべて中止など

ます。

を協議してきました。また中止イベントの実行予算を町内会員にどう

花の台町内会

各部・クラブ・同好会の紹介

会員は中学生から９０代の高齢者まで２４名、常時１０数名が囲碁を楽しんでい
ます。今は会館が使えず、早く盤上をウロウロすることを心待ちにしています。
会館使用できるようになればご興味のある方、ウロつきに来るのは如何ですか。
月次の例会：
時
間：
場
所：
連 絡 先：

＊花の台町内会 総務部長

毎週日第一・第三 木曜日, 日曜日, 最終日曜日の月５回
午後１時～４時
町内会館
事務局 井野 (℡:044-854-4687)

部員募集案内

グラウンドゴルフ、歩こう会、ボランティア活動（募金・地域清掃・子ど
もたちとの昔遊び）など地域に根付いた健全な活動のほか、月 1 回の定例
会では、ゲーム、歌、食事会など楽しい企画で親睦を深めています。
年中行事：
入 会 金：：
年 会 費：：
連 絡 先：：

４月総会、９月敬老会、１月新年会
５００円
１２００円（月あたり１００円）
花の台クラブ会長 桂田 (℡:044-877-0850)
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＊齊藤 公子
花の台町内会には１２か所の公園があります。老若男女だれでもが楽しめる公園になればと、各公園で
は年３回の公園清掃の日が設けられ、多くのボランディアの方々の参加によって清掃されています。
今年の市内統一美化活動の日には、うれしい事に宮前区の美化活動モデル地区に賞せられ、副区長によ
る激励を受けました。
また、宮崎第二公園、宮前平第三公園、宮崎第一公園の中のこども文化センター
周辺では花壇を作り花の台公園愛護会が活動しています。
もっと楽しい場所に、暮らしに優しい花の台町内会にしてみませんか。
皆さまの美化活動へのご参加をおまちしております。
＊花の台町内会 美化部長

＊辻 麻里子
コロナ禍のもと、テレワーク等地域で過ごす時間が長くなった子育て世代。公園やスーパー等で
も子連れのお父さんお母さんの姿をよく見かけるようになりました。この世代の地域への関心もこ
れまでになく高まっているようです。これを機に、地域や町内会のことをもっと知ってもらいたい
と、町内会定例の公園清掃の後に「公園ミニマルシェ」の開催を花の台町内会と私たち宮前まち倶
楽部で計画しました。
美味しいコーヒーを提供するカフェコーナー、町内会や防災
情報の案内デスク、町内会のママ世代の手作り作品ブース、絵
本コーナーなど公園の中に居心地の良い空間を作り、誰でも参
加自由、近所の人と楽しみながらお喋りしながら地域に親しん
でもらう、そんな場を作ることができればと準備を進めてきま
した。
今年はキックオフとして１２月６日の公園清掃の後に宮崎第一公園で第一回開催を予定していましたが、残念ながら最近の新型コロナウイル
ス感染拡大により急遽延期となりました。今後の開催は来年度以降となりますが、その折にはぜひご参加ください。
＊宮前まち倶楽部代表

新しいことを始めてみませんか？

楽しくやっています。
お気軽にご参加ください!

場 所：宮崎第一公園
日 時：毎朝 6 時３０分～（日曜日雨天を除く）
連絡先：奥山友保 090-1091-7313

随時部員募集中！

場 所： 宮前平公園
日 時： 毎週月曜日９時～９時３０分
連絡先： 武井 たゑ子 044-855-5344

早起きしてラジオ体操に行こう!

昨年はコロナ渦による制約がありました
が、子ども達の奮起もあり市大会 3 位の
成績を残すことができました。
随時、練習のご見学をお受けいたします
ので、ＨＰのお問合せページよりお気軽
にお問い合わせ下さい。

連絡先 HP:

http://hananodaiflowers.com/

お互いをコロナから守る
手洗い,マスク着用,ソーシャル・ディスタンス（チョット、離れて）

を励行しましょう！
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＊佐々木 伸二
今年はコロナ禍でほとんどの行事が無念の中止となりましたが、
「夏休みラジオ体操」については実施しましたのでご報告します。

ある中で、班長さんをはじめとする多くの保護者の協力を得て、天候
にも恵まれ、予定どおり無事に実施することができました。

８月３日(月)から６日(木)までの四日間、宮前平小学校の校庭と宮

公園会場に約２０人、学校会場に約８０人の小学生や未就学の子ど

崎第一公園でラジオ体操を行いました。体操時以外のマスク着用やア

もたちが連日集まり、のべ約４００人の子どもたちが、短い夏休みの

ルコール等による手指の消毒、マーカーコーンによる間隔の確保、参

中でささやかな思い出を作ることができたのではないかと思います。

加人数の調整、期間短縮等の対策を行いました。中止となった地域も

ご協力をいただいた皆様、どうもありがとうございました。
＊花の台町内会 子ども会会長

「今晩のご飯はボク 1 人なんだ」「お母さんがお仕事の日はお弁当を買って食べるの」
そんな時、子どもが一人でも入れるのが「こども食堂です」。
栄養満点の温かいごはんは、私たち保育園の調理スタッフが作っています。

お天気の良い日には建物前でミニバザーを開催し、室内ではお下がり交換会も行っています。
子どもも、大人も皆で楽しい夕食いかがですか？

編集者より

開 催 日： 毎月 2 回、第 2、第 4 木曜日 18 時～19 時（小学生は 17 時～可）
参 加 費： 子ども 100 円(高校生まで)/大人 300 円
会
場： すきっぷドレミ園 分園１F(宮崎 169-6 やまびこハイツ１F）
申込み方法： 前日までに電話か「どれみキッズ」HP よりお申込みください。
＊℡：070-7461-1598 ＊HP：https://www.doremikids.net/blank

筆者も体験してきました！
時刻になると子ども達が続々と集まり、
その日のメニューカレーライスを一緒に食べました。
美味しかった。温かい雰囲気、楽しい時間でした。
＊お米、調味料等の提供大歓迎との事！

お気軽に各団体へお問合せください！

ドッヂビー大会、運動会、お御輿、クリスマス
会など楽しい行事がいっぱい。小学生が対象で
す。異年齢の子ども、そして見守る大人たちと
触れあう中で、地域社会との絆が深まります。
近隣子ども会との交流もあります。

Wings は「明るく楽しく元気よく」をモットー
に毎週末、宮前平小学校でソフトボールをして
います。体育が苦手でも大丈夫！「できた！」
の達成感とチームワークの楽しさを経験できま
す。是非、体験に来てください！

https://hananodai.localinfo.jp

連絡先 HP： https://h-wings.sakura.ne.jp

京浜楽器(株)ヤマハ音楽教室

連絡先
HP： https://hananodai.localinfo.jp/pages/3601700/page_202002211415

宮崎台センター

お子様のコース以外にも、大人向けコースが充実！!
青春ポップス/ウクレレ/音楽講座
大人の音楽倶楽部/鍵盤ハーモニカ

宮 崎 台 セ ン タ ー
川 崎 市 宮 前 区 宮 崎 2 - 11 - 1 3F / 4F
等々

✆ 044-877-4912
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花の台町内会の皆さまお元気ですか！
防犯部では、安心・安全な街づくりを目指して、防犯パトロールを実施（日曜の夕方・月
に３回程度、参加者募集中！）。マスク・消毒・距離などの感染対策を万全にして、パトロ
ール中にゴミも拾いながら、宮前のアップダウンを小一時間歩きますので、運動不足の解消
にもひと役買います。筆者の一押しは参加者の皆さんの意識の高さ。地域を守る一翼を担う
誇りも高く、毎回とても楽しみに町内会館に集われます（雨天中止の連絡が遅れた時でも兎
にかく集まる！）。そういった方々との関わりは毎回刺激になります。
参加者にとって力になるのが地域の人々とのふれ
合い。特に、今年度は６月以降にパトロールを再開し
てからはお声をかけて頂く機会が増え、一同の大きな
励みです。晴天時に見える美しい富士や夕焼け、日光
にも負けない紅葉など、あなたの知らない宮前の絶景
が見つかるかも知れません。
（参加希望は 防犯部長 斎藤まで 044-853-1262）
。

あんな話・こんな話・ちょっといい話

＊篠田 隆志
宮前平 1 丁目にある宮前平第一公園には小さな石碑がある。
その文面には「往古は不祥なれども元名偃武の頃遠山左衛門の尉此の地に領主となり天下
泰平萬民豊楽の為稲荷社を造営寄進し永年村民崇敬して明治維新に至る
とを恐れて茲に建碑し後世に其趾を示す

史跡の滅盡するこ

昭和四七年四月 宮崎土地区画整理組合」とある

ように、区画整理前は西の方に続く小山があり、その頂上には江戸時代の初期から稲荷社が
有りました。
我が家はその麓に有ったので、子どもの頃は『稲荷山』と呼んで
、社まで駆け上ったり途中で山栗を拾ったりして遊び、また野ウサ
ギや沢蟹、ホタルなど豊かな自然に囲まれた所でもあったのです。
現在は子どもたちの元気な声に満ちた公園ですが、そんな時代が
有ったことも石碑をご覧になって想像して見てください。
＊花の台町内会 会計

皆さまのご参加をお待ちしています！

花の台スカイフラワーズは、ソフトボールを通じて健康増進と町内会
活動をしています。30 代から 70 代と幅広い年齢層です。ソフトボ
ールのできる人、好きな人、やってみたい人。ご参加ください。
練 習：毎週日曜日 宮崎第一公園（宮崎台駅東側）
日の出から 8 時まで 体験練習受付中
会 費：月￥１，０００ （用具代、運営費）
申 込：電話 044-855-0886 鈴木まで

Mail

hananodai.sky@gmail.com

野球経験者から未経験者まで様々な年齢層
（20-60 代）の部員が野球を楽しむとともに、
真剣に試合に臨んでいます。試合は月 2～3
回、日曜日に行われます。
新入部員喜んで募集中です。
連絡先： 部長 河原 ℡. 090-4911-0939 まで

