
平成27年度　天沼尚和会総会 
◉日時：平成27年5月17日(日)　午後4時より　◉場所：東信閣　2階

次第

第一部　天沼尚和会定例総会　午後4時～午後4時30分 

1.　開会：司会　大庭成子 
2.　会長あいさつ　鹿野修二 
3.　平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画案 
①　防災部　吉田和弘 
②　防犯部　寺田公彦 
③　環境・リサイクル部　大村　幸 
④　厚生福祉部　渡辺　道 
⑤　その他事業　鹿野修二（amanuma8で説明） 
⑥　天沼サロン　杉浦良子　 

4.　平成26年度収支決算報告 
①　一般会計　村松妙子　水本みや子 
②　防災会計　芝間由美子 
③　監査報告　田中　孝 

閉会のことば　大庭成子 

第二部　議員の報告と懇談会 
司会　篠田純子 

①荻窪消防署/天沼出張所 
②議員紹介と報告 
③質疑応答 

第三部　懇親会 
①乾杯　吉田和弘 
②懇談　 
③中締め　寺田公彦 





尚和パトロール隊 平成 26 年度 活動実績 

 

活動概要 

防犯パトロールは、計画パトロールと任意パトロール（長寿応援パトロールを含む）を行っている。 計画パト

ロールは月 8 回で、年間 96 回のパトロール（実施報告はないものもある）その他自主的パトロールは隊員の自

主的に行った。 

連絡および報告 

計画パトロール予定は、連絡票、予定表を 42 所帯（年度末）へ配布している。 

長寿応援ポイント対応パトロールは 7 グループで のべ 886 ポイントシールを発行した。 

懇親会 男性隊員による防犯懇親会を 2 回開催した。 

複数回を計画していた幹事会（隊長、副隊長、班長）実施は、行われなかった。 

連絡手段としての、電子メール（携帯メール、スマホメール）連絡は行われていない。 

また、記録手段の WEB 利用についても、実施されなかった。 

平成 26 年主な行事など 

5 月 荻窪署管内防犯協会総会に出席（寺田） 

6 月 防犯自主団体研修会 参加 8 名 

9 月 防犯協会・防犯パトロール隊代表者会議 (寺田) 

10 月 全国地域安全運動、杉並区地域安全の集いに参加 3 名（中川・吉川・寺田） 

12 月 町会・パトロール隊による年末夜警 で、28 日警官同行で夜間パトロールを実 

1 月 26 日 防犯防災合同新年連絡会を天沼八幡社務所で開催（32 名） 

荻窪警察および杉並区危機管理室より講話  

2 月 10 日 母さん助けて詐欺（振込め詐欺）根絶杉並区大会に参加 （寺田） 

27 年 4 月 1 日現在での尚和パトロール隊名簿を防犯協会に提出  

隊員数 52 名 （男 16 名 女 36 名） （現在隊員-4 月末 53 名） 

 

尚和パトロール隊 平成 27 年度 活動計画 

尚和パトロール隊の情報共有・コミュニケーションの充実 

防犯パトロールの目的は、防犯パトロール隊が、常時活動している現況を見てもらうことにあり、見せる防犯活

動をおこなうことを第一に、そして、防犯に問題ありそうな状況を発見したときは、防犯協会や警察・行政に連

絡し対応を検討し処置してもらうこと。 

そのため、防犯パトロール隊内の連絡がスムーズにいくためのコミニュケーションの充実を図っていきたい。 

名簿報告にあるように、当尚和パトロール隊は、女性が多く、女性同士はほぼ全員顔見しといっていい。 ただ、

男性は人数も少なく、男性はシャイでなかなか昼間のパトロールは遠慮されることが多く、女性隊員と昼間あっ

てもわからないのが現状です。 

地域住民が顔見知りになっていれば、防犯はもとより、防災その他地域の問題解決に力となるので、今年度は、

このコミニュケーションの充実に力をいれたい。 

 

尚和パトロール隊の新隊員募集 

4 月に男性隊員が一人加入してくださいました。まだ、それでも隊員の高齢化は問題の一つです。 今年も隊員

募集を積極的に行っていきます。  

 

 



平成26年度　環境リサイクル部事業報告 
9月10日　 
清掃研修会（高井戸地域区民センター）◎3名　 
●清掃事業の取組について●清掃事業の歴史 

11月6日　 
清掃施設見学会　埼玉県営最終処分所内のリサイクル施設見学会◎２名 

11月6日 　 
天沼弁天池公園にて落葉感謝祭に参加　公園の”落葉はき”に参加。 
昨年の落ち葉の腐葉土をおみやげにいただきました。◎15名 

その他　 
◎区のわが街クリーン作戦が自主的になりましたので尚和会では毎月第一月曜日をクリー
ン作戦の日とし家の家の廻りを声をかけ合清掃していただくようお願いしております。 
　　　　 
◎自主的にラジオ体操の行き帰りや防犯の巡回の時ごみを拾って協力していたいておりま
す。 

平成27年度　環境リサイクル部事業計画案 
①杉並区町会連合会主催の事業に参加予定 

②尚和会クリーン作戦の日（毎月第一月曜日）として協力お願いする予定 

③ごみのマナー、減量について話し合っていく予定 

　　　　　　環境リサイクル部　　　　　　　　　　 
大村　幸



平成26年度　厚生福祉部事業報告

●場所：あおばケアセンター　地域交流室エルブ　時間：13：00～16：00

平成26年 人数 一般
4月24日 手芸 10
5月15日 手芸 8
5月29日 手芸 7
6月12日 手芸 13
6月26日 手芸 16
7月24日 手芸 8
7月31日 手芸 5
8月14日 手芸 6
8月28日 手芸 7
9月11日 （回覧板） 9 1
9月20日 手芸 7
9月25日 手芸 5
10月9日 手芸 4
10月22日 手芸 7
11月6日 （回覧板） 7 2
11月13日 手芸 10 2
12月12日 手芸 3
平成27年
1月15日 手芸 6 2
1月29日 手芸 5 5
2月5日 手芸 5 4
2月26日 手芸 5 1 1

3月5日 手芸 6 3
3月19日 手芸 4 5
3月23日 講習会 9 （認知症の説明とサポートのあり方）
3月30日 〆の部会 11

183 25 208

平成27年度　厚生福祉部事業計画案
老年社会に向けての認識を高めるための見学会等を企画する

厚生福祉部　渡辺　道



平成26年度　天沼尚和会その他の事業報告
●天沼弁天池公園花咲かせ隊 
1年を通して定期的に花の植え替えと水やり　花の配布を実施 

●天沼弁天池公園ラジオ体操 
正月三が日と大晦日を除き６時30分から７時30分までラジオ体操を実施（雨天を除く） 

●スタンドパイプ一式を購入 

●amanuma8のホームページ　天沼尚和会の情報の更新 

●天沼中学校区地域教育推進協議会に参加（天沼中学校チャリティマーケット7月26日）等 

●荻窪地域区民センター協議会共催事業　弁天池公園カルガモ講演会（7月27日） 

●天沼小学校の朝あそび、夏休みのラジオ体操（7月21日～26日）、伝承遊びに参加 

●東京都地域の底力再生事業 
・11月13日「子ども見守り講演会」清永奈穂氏　・2月14日「公園で遊ぼう冬こそ外遊び　70名 
・スマイルバッチ製作 

●「観て聴いてお楽しみスペシャル」（公社）杉並区シルバー人材センター・荻窪地区共催12月6日 

平成27年度　天沼尚和会その他の事業計画案

●天沼弁天池公園花咲かせ隊 
1年を通して定期的に花の植え替えと水やり　花の配布 

●天沼弁天池公園ラジオ体操 
正月三が日と大晦日を除き６時30分から７時30分までラジオ体操を実施（雨天を除く） 

●amanuma8のホームページ　天沼尚和会の情報の更新 

●天沼中学校区地域教育推進協議会に参加（チャリティマーケット等） 

●天沼小学校の朝あそび、夏休みのラジオ体操、伝承遊びに参加 

●スタンドパイプ一式を購入予定 

●天沼サロンに参加 



平成26年度　天沼尚和会その他の事業報告Ⅱ

●80歳以上の方の名簿作成 
震災時等の情報確認の手段として登録。「敬老の日」前後に粗品をお持ちして安否確認 

●天沼小学校震災救援所の連絡会（年6回）と救援所訓練（年1回）に参加 

●若杉保育室震災救援所の連絡会と救援所訓練（年1回）に参加 

●8月31日　杉並区・東京都の合同防災訓練に参加（東京都防災隣組に天町連が認定） 

●平成27年度版天沼尚和会会員名簿作成

平成27年度　天沼尚和会その他の事業報告Ⅱ
●80歳以上の方の名簿作成 
震災時等の情報確認の手段として登録。「敬老の日」前後に粗品をお持ちして安否確認 

●天沼小学校震災救援所の連絡会（年6回）と救援所訓練（年1回）に参加 

●若杉保育室震災救援所の連絡会と救援所訓練（年1回）に参加 



　　　　　　　　　　　　　　　天沼サロン 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015.3.26 !
活動目的 
地域住民（特に高齢者の方）が集えるサロンを住民同士で企画・運営し交流をはかる。
また、地域の情報や高齢者の方向けの情報を地域の方へわかり易くお届けする。 
サロン運営には高齢者の関係機関（民生委員、あんしん協力員、地域包括支援センター
など）も参加しているので、サロンへ住民同士が誘い合う中で、必要時には関係機関と連
携し高齢者の方の孤立等を防ぎ、安心した生活ができる地域を目指す。 !
開催日時：毎月第２・４火曜日　13：30～15：30 
参加費：１００円 
場所：地域交流室エルブ　（天沼3－26－25　あおばケアセンター１F） 
参加者：主に天沼地域の方（約20～30名程度） 
有志：地域住民、あんしん協力員、民生委員、ケア24荻窪など 
実施主体：特定非営利活動法人エルブ !
活動内容 
①毎回異なるテーマを実施（30~50分程度）※講師にはボランティアで来てもらっています 
②ハーモニカに合わせ合唱（10分程度） 
③茶話会（60分程度） 
（終了後） 
※有志の人たちで今後のテーマなどの内容について話し合う 
（過去のテーマ：防犯かるた（ALSOK）、マンドリン演奏（地域の方）、摂食・嚥下につい
て（歯科医）、茶道（地域の方）、荻窪の歴史（荻窪百点編集長）、防災（荻窪消防署）、琴
演奏（地域の方）、アイリッシュハープ演奏（地域の方）、獅子舞（地域の方）など） !
各町会へのお願い 
天沼サロンをより充実させ、継続して活動するために、各町会のご協力を頂きたいと 
考えております。 
具体的には以下のことをお願したいと考えております。 
①天沼サロンを各町会の活動事業の一つとして位置づけて頂く。 
②各町会から天沼サロンの担当として、可能であれば2名程度参加して頂く。 !
天沼サロンでは、各町会のご協力を頂き、町会と天沼サロンが連携を強化することで、
地域住民にとってより充実した暮らしができるよう活動していきたいと考えております。


