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昭和・平成・令和と高田に暮らし 

令和も 3 ヶ月が経ちました。私は昭和 34 年高田に生まれ、昭和で 30 年

平成で 30 年、合わせて令和元年 6 月で還暦を迎えました。高田小学校か

ら新田（にった）中学校と地元で学び、祖父・父とも町会理事を務めさせて

頂き、自分も理事 26 年目で、現在は副会長を務めております。 

消防団は 32 年目(現在は副分団長)で地域防災活動に携わり、交通安全

協会は 29 年目(現在は区副会長)で交通事故防止運動の推進を担い、青

少年指導員は22年間(平成30年退任)で青少年の健全育成を通じて子供

たちと関わってきました。 

高田も平成 20 年 3 月にグリーンラインの開通により様変わりし、人口も増

加しました。そんな中ボランティア活動を通じて、多くの先輩方や仲間たち

と知り合えた事が一番の財産だと感じています。これからも高田の町がより

良くなる活動を継続できればと思っております。 

お祝い規定が変わりました 

☆令和元年度から、４月以降赤ちゃんが誕生さ

れたご家庭に、お祝いを差し上げています。 

☆長寿のお祝いに９０歳（卒寿）を加えました。 

平成３１年度高田町内会 監査の紹介 

 １区８班 中込 美也子様 

 １区１７-１班 宮田 明恵様 

 ２区白坂台１１班 中根 弘義様 

第１回 班長会 

横浜市資源循環局港北事務所職員による「ごみ

の分別対策」の講演でした。 

未分別等のごみに「警告シール」が貼られる理由！ 

1.台所から出るごみ等の燃やすごみ 

－水を良く切り半透明の袋に入れて出す 

2.ガラス類等燃えないごみ 

－新聞紙等に包み品名を書いて出す 

3.カートリッジ式ガスボンベ等のスプレー缶 

－中身を出し切り、（穴開け不要）半透明の袋に

入れて出す。 等々のお話でした。 

ごみ集積場所でシールが貼

ってあるビニール袋等を見掛

けることがあると思います。こ

れは、分別できていないごみ

等です。残して置く理由は、 

置いた人や通行人に誤っている事を気が付いて

頂きたい狙いがあるそうです。 

第２回 班長会 

「交通と防犯」について、港北警察署生活安全

課防犯少年係佐藤巡査部長と高田交番原田巡査

の講演を行いました。 

「留守番電話」に設定しましょう！ 

警察官、銀行員、自治体職員等を名乗る人物か

ら、「キャッシュカードが不正なので新しいカードに

替えましょう」・「手続きのため暗証番号を教えて下

さい」等の話は、全部〝嘘〟です。振り込め詐欺

です。オレオレ・還付金等の電話サギ、今後増え

ると思われる「オリンピックを語る」サギにも十分注

意しましょうと話されました。 

高田地区は自転車・バイクの窃盗等はあります

が、他の地区に比べて交通事故・犯罪が少ない特

徴があります。 

高田交番に行ったけど留守のとき！ 

高田交番の机上電話から２９１番へかけると、港

北警察署につながり、要件を伝えると担当部署が

対応します。 

高田交番への電話は港北警察署５４６-０１１０へ 

４月２６日（金） 

班長５６人出席 

６月２４日（月） 

班長３１人出席 

わ け 

高田町内会副会長 

相 沢 一 夫 

警告シール 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～ 防犯パトロール ～ 

高田中学校地域防災拠点 

高田中学校主催 

５月３１日（金） 

高田中学校では「自分の

命を守り、地域へ手助けで

きること」を願って、１年生を

対象として実施されました。 

高田地区から参加協力した団体は、港北消防

署高田消防出張所、港北消防団第六分団、女性

消防団、家庭防災員、高田中・高田東小地域防

災拠点委員です。 

協力者人数は約４０人。 

出口まで行けるか心配！ 

体育館ではレジ袋とスト

ッキングを使って緊急対

処法の体験と、担架を作 

り運ぶ訓練が行われました。生徒たちは担当者か

ら説明を聞いた後、てきぱきと体験していました。

中庭では、消火訓練です。女性消防団の説明を

真剣に聞いたり、質問に答えていました。訓練で

は、大きな声で「火事だ！」と言い、敏速な行動で

消火していました。 

教室での煙体験では、始める前は不安そうでし

たが、出口から出て来た時は皆笑顔でした。 

高田東小学校地域防災拠点 

６月２２日（土）高田

東小避難訓練と防災

体験学習が保護者も

参加して行われまし

た。 

児童は、家族そろっ

て「いっとき避難場 

所」に集まり、学校まで安全に避難する訓練と低

中高学年別に起震車による地震体験、煙の中の 

避難体験、防災備

蓄材の学習をしまし

た。 

高学年の児童は、

保 護 者 が 見 守 る

中 、 手 回 し ラ ン タ

ン、簡易トイレ、パ

ーティションなどの

防災備蓄材の使用

体験や新聞紙スリッ

パ・皿作りを熱心に

取 り 組 ん で い ま し

た。 

拠点運営(委)森田 

７月１９日（金）１９時から（一部の地区は別の日）高田地

域一帯で各グループに別れ、防犯パトロールを行いまし

た。高田町内会は左の地図に示すコースを１９１名（その

内、子供２２名）が参加しました。とても蒸し暑い時間でした

が、防犯パトロール用ベストを着用し、誘導用ライトやのぼ

り旗を先頭に４０～５０分のパトロールです。途中、他の町

内会のパトロール隊とすれ違ったグループもありました。 

人通りや植え込みなどの

状況を確認し合ったり、普

段なかなか会えない方との

会話にも花が咲いていまし

た。スタートの時間にパラ

パラと小雨が降ってきまし

たが、最後までパトロール

を行う事ができました。 国土地理院基盤地図利用 

グループ毎の 

パトロールコース例 

見守る協力者 

身を低くして煙の中へ 

拠点に移動 

新聞紙でスリッパ作り 

段ボールベット組み立て 

～ 防 災 体 験 学 習 ～ 

他の参加者を待つ出発前 

高田中 

高田小 

高田東小 

高田交番 

高田町連合町内会一斉開催 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雅楽、幼稚園児の可愛い歌声、2 校の小学生の澄み渡

るコーラス。大学のビックバンドによるジャズ。中学生のブ

ラスバンドと実に多彩でした。そして合間合間は昔懐かし

い曲、子供向けの曲、ムード溢れる曲などをサックスグル

ープが聞かせてくれました。 

子供達の出番では保護者や友達がスマホで録画しなが

ら聴き入っていました。昨年より多い５００席が用意されま

したが満席となりました。 

サックスの演奏では中学ブラスバンド部が、大学生のジ

ャズではサックスグループが立ち止まり耳を澄ましていた

のが印象的でした。 

高田町内会伝統の「納涼盆踊り大会」 

第１１回 たかたの丘音楽会 （高田町連合町内会主催） 

伝統の興禅寺雅楽会 

特別会員様のご紹介 

 日頃より、高田町内会の活動にご協力頂いております皆様方です。 （五十音順） 

・あい保育園 高田東  ・(有)佐藤環境整備  ・さわやか信用金庫 高田支店  ・(有)三誠石油 

・(株)三徳 高田店  ・(有)松月人形  ・信栄鍍金工業(株)  ・高田中央病院 

・(有)滝本計器製作所 横浜工場  ・ひばりデンタルクリニック  ・(株)日吉製作所  ・山本記念病院 

・横浜信用金庫 高田支店  ・リリーパワーズレジデンス高田西 

 今後も宜しくお願い致します。 

６月９日（日） 

高田中学校 体育館 

可愛い光明幼稚園児 

震災曲を披露 高田東小 たかたんも受付お手伝い ザ・ハッピーサックス 

澄んだ歌声 高田小 

慶応大学生ジャズバンド 

高田中学校吹奏楽部 

7/10 高田東小学校の練習 

7/12 高田東小学校の練習 

7/16～18 高田小学校の練習 

７月２７日（土） 

高田小学校 校庭 

小型台風接近で心配しましたが、無事開

催できました。子供に法被を貸与し、櫓の

上で高田音頭を踊ってもらったので、張り

切る子が多くみられました。来場者、踊り手

とも昨年より多い大会となりました。 高田地域ケアプラザの花火 



 

高田って どんなところ？  －２０－ 

興禅寺のクスノキ 

私達は興禅寺の墓地の中に立つ楠の木で

す。樹齢は１２０年ほどで、並んで立つ仲間達

は同級生です。 

私達の生まれは、日清戦争（明治２７年）の

終結を記念し、当時の神奈川県知事が県内

の小学校に楠の種子を配布した物を、高田学

舎(現在の高田小学校)の子供たちが校庭の

隅に播き､大切に育ててくれました。 

おかげですくすく育ちいつしか校舎の屋根を超え、楠校舎と呼ばれていまし

た。その後学舎は現在の高田小学校の位置に移転しましたが、私達は植物ゆえ自分で行くことが出来ず、

結局１２０ｍ程の距離ですが別れ別れとなりました。しかし私達は、ずっと子供たちの成長を見守っていま

す。それに昭和４９年には、高田小学校の児童数が千人を超え、高田東小学校が誕生し、私達は手分け

をして西を見たり、南東を見たりの大忙しとなりました。 
  
横浜市の名木古木一覧表の港北区の部の中には樹齢２００年以上になっている仲間もいます。どうも老けて見られた

ようです。 

（楠に代わり金子正一記す） 

 

次回は高田小学校の沿革

を記す予定です。 

編集後記 ５・６・７月は高田町内会、高田町連合町内会の関連行事等が多く、

「高田町内会だより」に天候との関係でどの記事をどのように載せるか苦労しまし

た。いずれにしても、会員の皆様が今知りたいこと、知ってほしいことを中心に編

集しました。ぜひ、読んでいただきたいと思います。 （M.Ｓ） 

６月下旬から、高田西公園と高田第四公園のアジサイが、梅雨空のもと訪れた人を楽しませてくれてい

ます。このアジサイは、一昨年「高田町内会創立７０周年」で記念に植樹したものです。 

紫陽花やはなだにかはるきのふけふ   正岡子規 

植えた後水やりや除草など、愛好会などの人がこまめに世話したかいがありました。季節になりましたら

楽しんでください。 

 

雨に映えるアジサイ 

興禅寺のクスノキ 

興禅寺 

７０周年の７０と書いてあります 

高田第四公園の紫陽花 
高田西公園の紫陽花 


