PTA 愛の一声運動
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大きな声で私から
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６月の主な行事予定
6 月１日（水）
２日（木）
４日（土）
４日（土）
４日（土）
５日 (日)
５日 (日)
１１日（土）
１２日（土）
１７日（金）
１８日（土）
１９日 (日)
２６日（日）

御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
御幣川遊園地・地蔵公園除草作業(福寿会他 6 時)
花咲かせ隊 夏花の植栽(9 時 公民館)
第 4 回協議員会(19 時 2 階大広間)
第 1 回育成会役員会(19 時 1 階中広間)
公民館 球技スポーツ大会結団式(19 時 2 階大広間)
商工振興会研修旅行
人権教育推進会議篠ノ井中央支部総会・研修会(公民館 2 階)
第 33 回御幣川自主防災会防災訓練(別記参照)
ＰＴＡ地区集会（19 時～ 公民館２階 大広間）
第 1 回 お茶のみサロン（福祉委員会 13 時 30 分 公民館）
第 3 回公民館役員全体会議(19 時 公民館)
御幣川区 資源回収日

☆篠ノ井中 506 号線の側溝整備工事が完了。
道路幅が狭く、側溝のためすれ違いが困難であった、篠ノ
井中 506 号線(９常会～11 常会通行路)の側溝の蓋掛けによる
拡幅工事は 3 年にわたり行ってきましたがこの度完了し、ス
ムーズに通行できるようになりました。
近隣の皆さまにはご協力ありがとうございました。

☆辰巳新道脇用水に防護フェンス設置。
自転車や子供たちの通学路となっている辰巳新道脇水路に転
落の危険があるため、県と折衝しフェンスを設置しました。

☆常会要望を市に提出。(29 年度計画)
各常会から提出された土木、側溝、カーブミラー等の要望につ
きましては、このたび取りまとめを行い、市(篠ノ井支所)へ提出しました。秋口に区四役で
県、市の担当者とともに現地調査を行いますが、29 年度実施に向けて市と折衝を行って参り
ます。

☆防犯灯の LED 交換工事(28 年度要望)を市に提出。
御幣川区内の防犯灯を 5 か年計画で LED 化に進めていますが、28 年度につきましては、更新
計画 37 本の他、各常会より要望のあった新設についても要求しました。工事着工は夏頃から
の予定で、29 年度には区内全ての防犯灯が LED 化となる予定です。

「側溝清掃」
「春のごみゼロ運動」「道路除草」

環境美化にご協力ありがとうございました
環境美化推進員会会長

村田 みつ子

毎年、春の一大行事でもある区内一斉側溝清
掃が４月２９日、区民の皆さまのご協力により
無事終わり感謝申し上げます。前日からの雨も
上がり少々肌寒い中でしたが、早朝より大変ご
苦労様でした。役員の方々には、事前の石灰、
パイスケの手配から後処理まで段取りをしてい
ただき、当日は皆さま方のご協力のもと無事実
施することができましたこと感謝申し上げま
す。また同時に東裏堰・新田堰排水路の汚泥清掃も行っていただき、大変きれいになり梅雨
を前にして大雨でもスムーズに流水できることと思われます。なお、本年は汚泥回収トラッ
ク手配に一部不備があり大変ご迷惑をお掛けしましたことこの場をお借りしてお詫び申し上
げます。
引き続き５月 22 日は「春のごみゼロ運動」の実
施日で、市民の手で「ごみの無い美しい環境」を
作る全市的な環境美化運動として、常会内のごみ
や空き缶等の回収及び隣接する河川清掃も実施し
ていただきありがとうございました。一部スーパ
ー付近や草むらの中にはまだゴミが目立ちました
が、以前よりだいぶ減少してきたと感じました。
今後とも、自分たちの環境は自分たちできれいに
していきましょう。

福寿会の皆さんの道路除草清掃作業に感謝
５月 19 日（木）早朝の６時前から約１時間、福寿会（麻場武夫会長）4・５・６・７常会の
皆さんと区四役による県道新町線の除草清掃を実施しました。天候に恵まれ、やや肌寒い朝
でしたが、春先から伸びていた樹木の根本や生垣
内の雑草を手際よく取り除き、すっかりきれいに
なり、歩行者や車で通るドライバーの気持ちもさ
わやかになったことと思います。福寿会の皆さま
には、年間を通じて春・秋の県道新町線の除草活
動をはじめ、6 月２日(木)には御幣川児童遊園地
の除草作業も予定されており、あらためて福寿会
の皆様のおかげで街や公園がきれいになっている
ことに感謝申し上げます。

アメシロの早期発見・早期駆除にご協力をお願いします。
今年も、５月～７月にかけて、アメシロの発生が予想されます。地域ぐるみで早期発見、早期駆除
に取り組んでいただき、被害の発生拡大を防ぎ、緑を守りましょう。アメシロの巣は分散する前に
枝葉ごとに切り落とすか、幼虫のうちならスミチオン等の薬剤散布も有効です。

区民の皆さまにアンケートのお願い

県道清野篠ノ井停車場線（辰巳新道）改良促進に向けて
辰巳新道は篠ノ井地域特に御幣川区においては東西を横切る主要な道路となっています。
交通量も多く通勤・通学道路にもなっていますが、特に御幣川五差路交差点から国道 18 号
線（バイパス）御幣川横田交差点までの間は道路幅が狭く歩行者専用道路も無いため、子供
の通学や自転車等に危険な状態になっており、各常会や通明小、PTA からも強い改善要望が
出されています。辰巳新道は都市計画道路にも指定されてはいますが、開通以来道路幅はそ
のままで、道路の拡幅と歩道の設置が急務となっ
ています。地域の発展と安心・安全に寄与するこ
とを目的として辰巳新道改良促進期成同盟会(須
坂昌博会長)を設立し早期実現に向け取組みを図
っておりますが、今般、区民の皆さまへアンケー
トをお願いして現状を再調査し、県への陳情の強
化を図りたく、別途、各ご家庭にアンケート用紙
を配布させていただきますが趣旨ご理解をいただ
きましてご協力をよろしくお願い致します。
自動車が道路からはみ出て歩行に危険。

お知らせ
◆ 第 1 回お茶のみサロン『 わらいヨガ 』開催のご案内
☆日 時 6 月 18 日(土) PM １ : ３０分～
お茶やおしゃべりそして歌
☆会 場 御幣川公民館 ２階
で楽しみましょう
☆講 師 渡利むつ子先生(イラストレーター) お気軽にお出かけ下さい
☆主 催

御幣川福祉委員会

◆ 第 33 回御幣川区自主防災訓練のお知らせ
☆期 日

(詳細は裏面を参照願います)

6 月 12 日 (日)

(※雨天時は公民館で実施)
御幣川遊園地（地蔵公園） 13 時 25 分～13 時 50 分
御幣川公民館へ移動
14 時 00 分～17 時

◆ 「花咲かせ隊」 夏咲き花の植栽について
☆期 日

6 月 4 日(土) 9 時～10 時

☆場 所
☆作 業
☆持ち物

御幣川公民館
ベコニア、日々草、マリーゴールド等の植栽
皆さまのご参加をお願いします。
移植ゴテ、スコップ等(ある方)

◆ 区費納入のお願い

６月は区費の納入月です。

本年度の事業推進にあたり、前期分の区費納入にご理解とご協力お願い致します。
後日、常会より役員がお伺いに上がりますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、区費の徴収にあたっては「御幣川区 区費に関する規程」に基づき実施いたします。

防災訓練に参加して いざという時に備えましょう！！
大切な命を守る ＡＥＤ（自動体外式除細動器）訓練を体験しましょう
平成28年度 御幣川区自主防災訓練進行予定表
実施日 平成28年6月12日(日)
次第
1. 準備

時刻
8:00～10:00

内容
放送器具設置・プラカード
防災旗・指揮台設置
ライン引き 他

2. 避難勧告告知
訓練

分担他
区四役、防災指導員、
消防隊三役、
正副協議員会長

鍵 石灰 大ハンマー
スコップ 延長コード
土袋 防災旗

12:25

スタンバイ 篠ノ井市民会館南側

区四役 消防隊三役

12:30:

・「事前広報文」防災行政無線使用

ｱﾅｳﾝｽ 横山隊長

12:40:

・「状況広報文」事前伝達

ｱﾅｳﾝｽ 小池協議員会長

・防災行政無線の鍵

12:50

・一時(隣組)集合場所に集合

全区民

・広報文

3. 規律訓練

1:10

・正副常会長・区四役、他参加

消防団員による指導

4. 待機完了

1:25

御幣川児童遊園地

交通安全協会員誘導

5. 集合・整列

1:25

各常会・消防隊員整列

指示 (副区長・会計)

1:30～1:50

・放送申請書
(消防署)

来賓・参加人員確認
(副区長・会計)

(各種団体参加者も所属常会に整列)

6. 開会行事

備考

号令 (自主消防隊長)

進行 望月会計

①開会

防災指導員

②点呼・情報収集報告

避難所担当員 副区長

事前に確認

③人員報告・情報収集報告

副区長⇒防災会長(区長)

情報カード回収

現在避難人員 名 、負傷者 名
報告(8常会、11常会、3常会)
④会長挨拶

自主防災会長(区長）

⑤来賓挨拶

篠ノ井消防署長

⑥来賓紹介

副区長(村田)

⑦日程説明

副区長(中島)

⑧閉会

自主消防隊長

公民館へ移動（交通安全協会員が誘導）
7. 救護訓練

2:00～3:30

篠ノ井消防署員による指導
・AED操作訓練 (2班)

(2班に分かれて実施)
Ａ班 1～6常会

各種団体参加者は、
所属常会で参加

B班 7～13常会

8. 消防隊訓練

放水訓練、土嚢作り訓練(予定)

自主消防隊により実施

地蔵公園他
(公民館)

9. 炊き出し訓練

10:00～4:30

炊き出し準備、実施

日赤奉仕団

10 公民館・中央

3:40～

・公民館消防計画について

公民館長

・中央集会所消防計画について

中央集会所庶務

集会所総合訓練

・火災発生⇒１１９番通報訓練 ⇒
公民館避難訓練 ⇒ 消火器訓練
・篠ノ井消防署員による映画と指導
11. 反省会

5:00～6:00

(全員出席)

全員
篠ノ井消防署員

消防署で準備
・プロジェクター

会場準備 (1.2.3.7.8.9.10常会)、お勝手方 (前4.5.6、後11.12.13常会)
①講評(消防署長) ②所感(第2分団長) ③挨拶(自主防災会長)
④乾杯(協議員会長)

12 .総合反省会

6:30～

四役・日赤奉仕団・防災指導員・消防隊・避難所担当員・正副協議員会長他
①挨拶(自主防災会長) ②乾杯(消防隊長)

