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年 頭 所 感 

                      坂本連合町内会会長 中  猛 

 

明けましておめでとうございます。 

「広報さかもと」発刉に際しまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

昨年の坂本の諸行事は、皆々様のご支援、ご協力により大過なく終了する事が出来ました。紙面を

お借り致しまして御礼申し上げます。 

世情は、人口減尐と高齢化の同時進行、グローバル化の急速な進展、格差拡大など、経済・社会

構造の激しい変化に直面して、益々住みにくくなってきております。 

本市横須賀におきましても、福祉の視点で将来を見据えた場合、高齢者（６５歳以上）人口は、

２０２１年（平成３３年）に全体の３割を超えるという予測が出ておりますし、現に坂本は、既に

全体の約３割に達しております。 

従って、高齢者が住み慣れたここ坂本で安心して暮らして行くためには、介護予防施策の推進、

地域福祉の推進等につき、関係部門と連携して、より積極的に推し進めて行く必要があります。 

 最後になりますが、人口減尐・高齢化の時代にあって、この「広報さかもと」が、坂本の未来等

を語り合う場であると共に見つめ直す場としてのお手伝いが出来れば幸いと存じます。 
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関係団体：港单地区社会福祉協議会 青尐年育成活動地域連絡会 まちづくり協議会 坂本商友会 体育振興会 

学校  ：桜小学校 坂本中学校 

１月   歳旦祭 お焚き上げ 連合町内会賀詞交歓会                    

２月   初午祭 

３月   初神楽  ３月９日 坂本中学校卒業式 ３月１８日桜小学校卒業式 祭礼実行委員会初会合 

４月   坂中／桜小入学式  桜小学区子供相撲大会 坂本成人ソフトボール春リーグ戦 

５月   連合町内会総会 港单地区社協総会 青尐年育成連絡会総会 体育振興会総会 

７月   祭礼・盆踊り準備（神社草刈り／交通看板等の設置）坂中地区懇談会 

８月   大六天神社祭礼  連合盆踊り大会 祭礼夜間パトロール（坂中ＰＴＡ・青尐年育成） 

９月   坂中体育大会 敬老会（各町主催予定） 

１０月   防犯パトロール クリーンキャラバン隊 坂中ＰＴＡ祭 坂本成人ソフトボール秋リーグ戦 

１１月   七五三の祝い 桜小チェリーフェスタ 社会見学会（青尐年育成主催） 

１２月   納め神楽   ＊注 日付の明記されていない行事は全て予定行事です。開催時期が変更される場合があります 

  

 

児童の書写作品展は保護者や地域の方の見学ができます。作品は児童のそれぞれの 

教室に展示されますので、お孫さんのいらっしゃる方は是非作品をご覧になってみては 

如何でしょう。 
職員室横の正面玄関より来校記名をされてお入り下さい。 

同好会等の活動紹介とメンバー募集などにもこの欄をご利用下さい。 
ご意見・広告・投稿・寄稿は （ｆａｘ）８２７－８０８６（メール） csc_taka@yahoo.co.jp お問い合わせ ８２３－４１８１（斉藤） 

小野田医院 いざわ京染店 坂本突貫団子 居酒屋 わっか 美容室マミー 

湘南スクール 沼田理容店 パックサービス トラストホーム 相原精肉店 

さかなや野木 さくら歯科医院 スーパー峯尾商店 ながせ動物病院 濱口金物店 

小山防災 クリーニング光真社 酒米 岡田商店 きくや食堂 洋品こいずみ 

三浦半島高齢者福祉事業所 飯塚慎冶郎商店 美容 POOKIE′S あい薬局 アダス進学会坂本スクール 

林呉服店 坂本不動産 フクシマ理容店 セブンーイレブン坂本店 北川外科胃腸科 

吉田商店 銀の蔵 割烹 立花 ビューティサロン ヒロミ 主婦の店 

野地米店 ヒロ薬局 青果 八百虎 ｔｏ ｈａｉｒ Ｋ・Ｓ・Ｋ 横須賀坂本郵便局 

菓子工房モリ 八木商店 キクチ動物病院 米酒 中村商店 坂本塗装店 

お肌の相談室 とね 三浦藤沢信用金庫坂本営業所 第一クリーニング坂本営業所 ヘアーサロンおおき 篠原美容院 

文具 たかはし 内科小児科 大畑医院 櫻井整形外科 川口包装 関東リザーブセンター 

美容 クイーンヨシコ ワールドパック 小林酒店 ピザーラ池上十字路店 後藤洋服店 

伊東電気工事 根本畳店 藤岡豆腐店 とも美容室 北川商店 

池上松坂屋 ＴＫ美容院 チェリーランドリー 美容室Ｋ子 横須賀博善社 

加藤ふとん店     

桜 小 学 校  校 内 書 写 展  １月 １７日 ～２ １日  

８２３－６２４５ ８２２－２２７０ ８２５－７５２４ ８２６－０５７５ ８２２－１３５８ 

８２２－３５８９ ８２５－３０７０ ８２４－７２６７ 

８２５－１９１５ ８２８－３７３３ ８２５－３３２８ 

８２３－３３０６ ８２３－４０７０ 

８２５－３３３８ ８２２－６６９９ 

８２４－１９１０ ８２２－５４０２ ８２５－１８０７ ８２２－２４２６ ８２２－２５６６ 

８２０－６５５２ ８２２－０１７２ ８２２－０２６６ ８２７－１２４１ ８２８－５５７７ 

８２１－０５５７ ８２５－１７３５ ０４６２３２０７８６ ８２３－２８７１ ８２２－５９３４ 

８２６－０６１７ ８２５－１９３３ ８２２－２８６２ ８２５－９５１５ ８２３－０８１１ 

８２３－４３１０ ８２１－０２３２ ８２３－２１４７ ８２２－１４９２ ８２３－１４４３ 

８２４－４９９１ ８２３－３５３１ ８２５－０７０６ ８２５－３３７６ ８２６－３０６７ 

８２３－０２５２ ８２３－３１２５ ８２３－０８０７ ８２５－１３１１ ８２３－２４８４ 

８２３－０３２３ ８２２－１４１９ ８２８－８０７７ ８２２－２８０９ ８２３－７６７９ 

８２２－３２１０ ８２８－８２００ ８２２－１３２５ ８２５－７２４４ ８２７－４３２０ 

８２３－３２０７ ８２６－３４７６ ８２２－１３９１ ８２２－５４０３ ８２３－１４８８ 

８２３－０９６８ 

８２３－９３７６ 

８２３－１８１５ ８２７－０３５７ ８２４－８５４３ ８２２－２０８９ 

mailto:csc_taka@yahoo.co.jp


 

 

 

広報さかもと 

 

 

  

 

 

謹賀新年  

大六天神社の益々の隆盛

と氏子の皆様の御多幸を

御祈り申し上げます。    

 

 

 

きれいで清潔な町には犯罪が尐ない、統計

的にも実証されています。クリーン活動の

啓蒙と実践の先頭に立ち、連合町内会一丸

となっての｢クリーン坂本｣実現のために、

その一翼を担ってまいります。 

昨年の反省を踏まえ、本年は

より満足にしていきたいと

考えています。 

 

2011 年１月号 Ｖｏｌ－０１ 

山下 圭介(1) 

輝かしい新年をお迎え お慶び申し上げ

ます。今年も皆様と共に健康で坂本町内

平和で過ごせます様に大六天神社へ御

祈願いたします。 

飯塚 雄一郎(2) 

子供の頃に遊んだ思い出深い

この神社に感謝を込めてお務           

めしています。 

吉田 尚(4) 

この度、４丁目氏子代表を務

めることになりました吉田で

す。宜しくお願い致します。 

佐野 幸夫(5) 

氏神様に係ることを有難く思い

ます。皆様のご参拝をお願い致し

ます。 

             宮崎 勝(6) 

神社の氏子になれて感謝してます。

これからも神社のためにがんばり

ます。 

小見川 健(2) 

坂小・坂中を卒業、７３才。

坂本町へ恩返しをしたい。 

千田 昭子(6) 

町内行事にかかせない事は人と人

の和、助け合う心が大切、それが日

常にもつながると思います。 

増子 武教(坂本台自治会) 

「クリーンよこすか」坂本地区

の推進員をやっております。 

ゴミのない坂本にしましょう。 

古田島 一雄(3) 

行事担当です。 

矢込 唯男(1) 

坂本生まれ、坂本育ち、仕事の関

係でたまにしか出席できません

が、宜しくお願い致します。 

荒木 俊治(6) 

行事担当です 

宜しくお願い致します。 

 

鈴木 秋夫(3)  

行事担当です宜しくお願い致します。 

 

高橋 則行(坂本台自治会) 

防災担当です。 

   関 英夫(6) 

防犯パトロールの一員として

子供達の見守り隊と一緒に送

り迎えを行っています。 

  小林 克己(5) 
坂本は地形環境の特異な地域です。 

非常時は“如何に、避難・救助をスムース

に”と考え、防災部員として行いたいと思い

ます。 

木村 秀一(4) 

防災担当です。 

内田 稔弘(6) 

私は日本防災士です。 

飯塚 雄山(1) 

新年明けましてお目でとうございま

す。皆の力で子供達に良い夢を、年寄

りに生甲斐を、住み良い坂本の町をい

つまでも。 

中条 雅則(3) 

坂本が安全で安心な町として発

展するよう務めます。 

私は庶務係として陰の人間に徹したい

と思っております。 

背番号は ００番です。 

 榎本 英子(4) 

防犯担当です、宜し

くお願いします。 

原田 勝弘(6) 

防犯指導員として坂本を代表して横

須賀の各地で防犯活動をしています。 

田山 一博(坂本台自治会) 

活気ある坂本の一助になれ

ればと思っております。 

坂口 敏夫(1) 

宜しくお願いします。 

堀部 道夫(3) 

クリーン担当です。 

 

三國 公(坂本台自治会) 

   人生   寒山 

悟りは 得ることかたし 

煩悩は 無窮に湧き 

歳月は 流水の如く 

須臾にして 老翁となる
＊１ 

 増田 幸子(4)  

クリーン担当です。 

 

  橋本 忠行(3) 

生活信条：終身現役 

趣味  ：卓球 

坂本中学校卓球部コーチを

している。              佐藤 剛志(5) 
“菊香り蝶が舞う”そんな町に暮したい。 

会計とクリーン担当の佐藤です。 

 

荻原 泉(2) 

旧坂小の管理人をやっています。

お気軽に声を掛けてください。 

私たちのまち坂本を、犯罪の手か

ら守り、安全で安心して暮らせる

ように、皆さんといっしょに活動

していきたいと思います。 

山形 幸雄(4) 

1. マンネリズムの抑止 

2. 諸事の活性化を計る 

3. 諸事、安全性の重視 

4. プリミーティングの実行 

         田口 登紀夫(5) 
「苦しい時の経験が、いざと言うときに 

常識を超える力を発揮させてくれた」 

       遠竹 欣司(5) 
地域活動は一年生です、 

諸先輩の指導を受けながら 

頑張りますので宜しくお願いしま

す。 

 

      石井 文夫(5) 
坂本町会の犯罪を防ぐことに、 

微力を尽くしたいと思います。 

  阿字川 勝良(2) 

２丁目で総務の仕事をし

ており、各町内との情報

交換の場が持てれば嬉し

いです。 

斉藤 隆親(4) 

広報の編集を担当して

おります。 

小室 嘉生(2) 

２丁目の防犯パトロール隊の

リーダーをしております。子供

達との挨拶を大事にしていま

す。坂中テニス部のコーチをし

ております。 

堀江 晃(2) 

各町内、高齢化に対してお互いに助

け合いを大切にしたいと思います。 

私は、連合町内会の防災部長を

務めさせていただいてます。町

内非常時の防災対策を進めて行

きます。町内方々の御協力を宜

しくお願い致します。 

行事担当 

稲垣 和生 坂本台団地会長 

クリーン坂本担当 

 小泉 安司 ３丁目会長 

大六天神社担当 

 古川 忠治 １丁目会長  

防災担当 

飯田 秀男 ２丁目会長 防犯担当 

井上 善次 ６丁目会長 

総務担当 

角田 政清 ４丁目会長 

会計 藤田 博司(6) 

宜しくお願い致します 

 

会計 間宮 義孝(坂本台自治会) 

宜しくお願い致します 

 

顧問 横井 寿雄(4) 

（平成１０年～平成１４年

連合町内会長） 

顧問 伊藤 勝康(1) 

新春のお慶びを申し上げます。 

   ＜  飛 翔  ＞ 

「この世に生を得るは事を成

すにあり」 

杉山 光弘(坂本台自治会) 

皆んなで明るく住み良い町

づくりをしょう。 

「広報さかもと」カラー保存版（組版）は右記のアドレスからダウンロードできます http://s2s.jp/sakamoto/koho/2011-1.pdf     各理事は概ね 担当する活動グループごとにレイアウトされています、（ ）内は所属する町内会を示しています                           ＊１ 三國  公（いさお）氏のコメント 「須臾」しゅゆ：意味 しばらく 

http://s2s.jp/sakamoto/koho/2011-1.pdf

