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P.2-3 町会・自治会の紹介

こんな活動をしています！

P.4    今年度行事予定＝住区住民会議

地域コミュニティの第一歩は、顔の見える関係づくりが基盤と

いえます。その基礎となる単位が町会・自治会です。そして日

常活動で困っていることや環境による生活のしづらさなどは、

個人の問題だけでなく、地域の課題としてとらえる必要もでて

きました。課題の解決には、町会・自治会よりも広い地域での

個人や団体の連携・協力が必要です。住区住民会議は、それら

の情報交換や調整に取り組む中で、協議組織としての充実を図

ることもできるのです。

地域行事については町会・自治会が主体となって

実施できるものは町会・自治会で実施するものと

位置づけ、住区住民会議は広域的行事を中心に実

施するという理想的な棲み分けができています。

例えば、鷹番住区で行われている季節ごとの大き

な行事では、各町会・自治会から青年部をはじ

め、たくさんの会員が実行委員として活動し、人

間関係が構築されています。

地域活動の役割分担 鷹番住区住民会議役員

会長 小柳 好男

副会長 山本 瑩子

副会長 小宮 邦治

副会長 河原 義一

副会長 中村 瑠璃子

事務局長 熊澤 祐子

副事務局長 高林 大

会計 佐藤 邦雄

会計 高林 健二

http://takaban-juku.net

ホームページも

ご覧ください

鷹番住区住民会議

会長 小柳 好男

平成３０年度 鷹番住区住民会議の行事予定
詳細は回覧板・掲示板・ホームページでご確認ください。

また、鷹番住区センターでもチラシをお配りします。

日（曜日） 行事 場所 担当部会

４月

１日（日） 桜フェスティバル 碑文谷公園 碑文谷公園くらぶ

２７日（金） 講演会「災害に備える」 鷹番住区センター 生活福祉環境部会

２９日（日） 歩こう会とゲーム大会 林試の森公園 青少年部会

２０日（日） グラウンドゴルフ研修会 大野路ゴルフコース スポーツ部会
５月 

「たかばん」広報誌発行 広報部会

６月 １７日（日） 学校・地域（合同）防災訓練 鷹番小学校 防災部会

７月
２７日（金）

～２８日（土）
盆踊り大会 碑文谷公園 盆踊り実行委員会

８月 

１７日（金）

～１９日（日）
夏休みキャンプ 西湖観岳園 青少年部会

未定 リサイクル手芸講習会 鷹番住区センター 生活福祉環境部会

９月 ２９日（土） 自転車点検と安全教室 鷹番小学校 交通部会

１０

月
２７日（土）

～２８日（日）
鷹番住区まつり 鷹番住区センター 住区まつり実行委員会

１１

月 

４日（日） 住区総合防災訓練 鷹番小学校 防災部会

４日（日） 科学で遊ぼう 未定 青少年部会

未定 社会見学 崎陽軒工場 生活福祉環境部会

１７日（土） 利用者懇談会 鷹番住区センター 施設管理運営部会

１２

月
２３日（日） 室内ゲーム交流会 鷹番住区センター スポーツ部会

１月 
１３日（日） 鷹番住区火まつり大会 碑文谷公園 火まつり実行委員会

２１日（月） 普通救命（AED含）講習会 鷹番住区センター 防災部会

２月 
１８日（月） 新入学児童交通安全教室 鷹番小学校 交通部会

未定 防犯のつどい 鷹番住区センター 防犯部会

３月 ９日（土） 碑文谷地区ドッジボール大会 碑文谷体育館 青少年部会

お問合せ（鷹番住区住民会議の催し物について）:
鷹番住区センター（施設管理運営部会）

9:00～21:00（月曜・年末年始は休館）
Tel 3715-9231
Fax 3715-9248
E-mail info@takaban-juku.net

鷹番住区センター２階にある「鷹番老人いこ
いの家」でも６０歳以上の方を対象にした各
種講習会や、多世代との交流を目的に地域
交流会が開かれています。
詳しくはお問い合わせください。9:00～17:00
（日曜・祝日・年末年始は休館）

鷹番老人

いこいの家

電話３７１５

-９２３５



身 近 な 生 活 課 題 を 解 決 す る 共 同 体 ＝ 町 会 ・ 自 治 会

●安全な生活を守る

●人と人のつながりを大切に

日赤献血活動や共同募金などの近隣相互の
助け合いのほか、工夫を凝らしたイベント等を企
画・運営しています。詳細は回覧板や掲示板で
お知らせします。皆様ふるってご参加ください。

鷹番住区住民会議には6つの町会・自治会が
あります。町会・自治会は、それぞれの地域で
私たちの日常生活に欠かせない活動を行って
います。

防犯灯＝街路灯の管理

交通安全や

地域の清掃・資源の集団回収

歳末パトロール

行政情報の提供＝
回覧板

三谷北町会
● 年末夜回り
● 子供会春の遠足
● 餅つき大会
● 書初めの会

連絡先
TEL 070-5551-2211（河原）

おはやし

碑文谷六丁目自治会
● 成人・敬老・小学校新入学
等のお祝い

● 夏のラジオ体操・スイカ割り
● 見学会
● 自治会発足70周年
連絡先
TEL 3716-9075（小宮）

東京湾遊覧

碑文谷町会
● 桜まつり
● 日帰りバス旅行
● 竹の子祭
● 餅つき大会

連絡先
TEL 3793-4455（中村）

桜まつり（田向公園）

こんな活動をしています！

鷹番１・２丁目町会
● 日帰りバス旅行
● 鷹番寄席
● さくらんぼ子供会
● ラジオ体操・スイカ割り
● クリスマス会
連絡先
TEL 3713-3990（山本）

中央町一丁目町会
● バスハイク
● ソフトボール大会
● 餅つき大会
● キス釣り大会

連絡先
TEL 3714-6570（大野）

キス釣り大会

納涼祭

清水町会
● バスハイク
● スポーツ大会
● 餅つき大会
● 歳末特別警戒
町内夜間パトロール

連絡先
TEL 3712-6570（今井）

年末防犯パトロール

2011年3月の東日本大地震、一昨年の熊本大地震では大勢

の人々が家を失い避難所生活を余儀なくされました。目黒

区では首都直下地震が起きた場合を想定して、各地域に

『地域避難所』指定しています。鷹番住区エリアでは、

「鷹番小学校」と「碑文谷体育館」の２カ所が地域避難所

に指定されています。 また、鷹番住区センターも「補完

避難所」となっています。

２カ所の避難所は、各々の地域の町

会・自治会が参加して「避難所運営

協議会」を立ち上げ、運営マニュア

ル作成や、運営訓練などを行ってい

ます。

前回の訓練には、地域住民の方々に

も参加していただき、防災課の協力

のもと、①避難所居住スペースの設

営、②応急救護、③トイレの組み立

て、④資機材取り扱い、⑤５給水方

法、⑥炊き出しなどを行いました。

昨年より、避難者の受け入れ時に、運営委員が避難者の状

況を素早く把握し、スムーズな対応ができる判断力を養う

ために、HUGゲーム（避難所運営ゲーム）という道具を使

用してスキルアップに励んでいます。防災訓練、避難所訓

練などのお知らせがあったときは、ぜひ参加して実際に体

験してください。

■ 避難所運営協議会 ～ 万一の災害に備えて ～

学芸大学駅
鷹番老人いこいの家（2階）
　　　　鷹番住区センター
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