
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 地域防犯の観点から 》 
 昨今多発している各種犯罪の撲滅を図り、安全安心の町づくりの

ため、我々一人ひとりが其の防止に対し意識の高揚が肝要と思わ

れます。 

従って、自主防犯活動の普及、啓発活動の推進、防犯キャンペー

ン、防犯指導講話などを行っていくべきと考えています。 
 

 これから年末にかけて犯罪も多くなってきます。身近な防犯対策として 

 ひったくり ：歩きながら電話やメールをしない/バッグ類は道路と反対側に持つ、

たすき掛けにする/自転車のカゴには防犯ネットをする。 

 振り込め詐欺 ：必ず元の番号に電話して本人確認を徹底する/相手が誰で

あっても暗証番号を教えない/キャッシュカードを渡さない。 

 車上荒らし ：車内に物や金品を置かない/防犯感知ブザーを取り付ける。 

町民の皆様におかれましては、くれぐれも目配り、気配り怠りなく被害に遭われる

ことのないようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
発行責任者：坂本連合町内会 会長 中 猛 

２０１１年  １１月号 

 ともだちがたくさんでき

るよ 

みんなでからだを 

うごかすときもちが 

いいよ 

【練習場所】桜小学校または旧坂本小学校体育館、練習日・

練習場所は連絡をして確かめてください。 

【連絡先】 藤  ８２１－０６０４ 

      富樫 ８５３－７１１９ 

 

桜小学校学区で活動しています。一緒に、ミニバスケットボールをやりましょう。 

**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。（無料です） 

商業広告の記載も承ります 5㎝*20㎝ 1000円 
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） 

 編集責任者 斉藤隆親（連合町内会総務担当）  

坂本ゴルフクラブ メンバー募集中 
 会費 なし 当日の実費のみ （ゴルフの後の飲み代まで含めておよそ 13000円ぐらい） 

   鈴木 秋男（３丁目）８２３－２７７４   

 

**「広報さかもと」は坂本地区２６００戸へ毎月配布しています。** 

坂本成人ソフトボール秋季リーグ戦 
１１月１３日（日）・２７日（日）午前９時開始    於：坂本中学校校庭 

  ** 試合観戦・応援歓迎です ** 

桜学区体育振興会主催 秋のハイキング 「江ノ島散策」  
 

日時        １１月６日（日）   雨天中止 

集合場所・時間   午前９時４５分  JR 横須賀駅ホームの中 

解散        午後１５時００分 鎌倉駅 

会費        無料（往復の交通費は自己負担です） 

当日参加も可（事前申し込みは各町の体育指導員へ） 

持ち物       弁当（飲食店での昼食も可）雨具、タオル  

その他各自必要と思われる物 
コース 横須賀駅→鎌倉→江ノ島（江ノ電で）→島内自由散策→集合場所→鎌倉駅（解散） 

    

 

地域防犯パレード １ ０月１ ８日実施 

本年度は諸般の事情もあいまって、意識も高く多数の方々が参集下され、無事に巡行が出来、誠にありが

とうございました。又本年は３丁目町内会の玉田さんに啓発うぐいす嬢を務めて頂き、誌面を借りて御礼申し

上げます。                          坂本連合町内会 防犯部長 

         山形幸雄 

mailto:csc_taka@yahoo.co.jp


 

 

「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/2011-11.pdf                                 

広報さかもと 2011 年 11 月号 Ｖｏｌ－11 

健康セミナー「ワクワクエイジング教室」へのご案内 
時代はアンチエイジングからエイジングコントロールへ・・・ 

髪・お肌・心・体 お元気ですか？  元気になれるお得で楽しい教室、 

老若男女のみなさんの参加お待ちしております。 

日時 １１月１４日（月） PM１：００～PM４：００ 

参加費 ５００円   於：TK 美容院 坂本町５－３１ ℡ ８２３－１８１５ 

  シシリリーーズズふふるるささとと寄寄稿稿  ****そそのの５５****        「「 戦戦 前前 のの 坂坂 本本 」」   

確確 かかここのの頃頃 だだっったたとと思思 わわれれるるがが、、超超 弩弩 級級 のの戦戦 艦艦 （（航航 空空 母母 艦艦 信信 濃濃 だだっったたかかなな？？））がが建建 造造 さされれてていいるるとといいうう

噂噂 でで、、ガガンントト リリーーククレレーーンンののああたたりりはは建建 造造 中中 のの艦艦 をを秘秘 匿匿 すするるたためめ、、数数 ええききれれなないいほほどどののむむししろろがが空空 高高 くく、、軍軍

港港 をを囲囲 んんでで建建 つつココンンククリリーートトのの塀塀 ををははるるかかにに越越 ええてて、、風風 ににゆゆれれてていいたたののをを覚覚 ええてていいるる。。 （（ヴヴェェルルニニーー公公 園園 にに

はは昔昔 のの軍軍 港港 のの正正 門門 がが残残 っってていいるる））     横横 須須 賀賀 はは日日 本本 にに数数 ああるる軍軍 港港 のの中中 ででもも NN OO 11 でであありり、、鎮鎮 守守 府府 ををははじじめめ

ととししてて海海 兵兵 団団 、、海海 軍軍 機機 関関 学学 校校 、、水水 雷雷 学学 校校 ななどどななどど、、海海 軍軍 のの施施 設設 ががめめじじろろおおししででああっったた。。   

連連 合合 艦艦 隊隊 のの入入 港港 ととももななれればば、、下下 士士 官官 、、水水 兵兵 ななどどでで町町 ははああふふれれ返返 っってていいたた。。坂坂 本本 ああたたりりででもも海海 軍軍 軍軍 人人 をを

下下 宿宿 ささせせるる家家 もも数数 多多 くくああっったた。。坂坂 本本 商商 店店 街街 もも今今 でではは店店 がが少少 ななくくななりり、、寂寂 ししいい限限 りりででああるるがが、、当当 時時 はは軒軒 をを連連

ねねてていいたたよよううにに思思 うう。。ああままりりよよくく覚覚 ええてていいなないいがが、、思思 いいつつくくままままにに拾拾 っっててみみるるとと、、ままずず「「突突 貫貫 団団 子子 」」はは昔昔 とと変変 わわ

ららずず健健 在在 ででああるる。。 「「突突 貫貫 」」をを不不 入入 斗斗 方方 面面 へへ曲曲 ががっってて直直 ぐぐののととこころろにに豆豆 腐腐 屋屋 ががあありり、、ささららににそそのの先先 ににはは連連 合合

町町 内内 会会 長長 をを務務 めめらられれたた江江 畑畑 ささんんのの雑雑 貨貨 店店 ががああっったた。。そそのの豆豆 腐腐 屋屋 にに威威 勢勢 ののいいいい若若 いい息息 子子 がが居居 たた。。ここのの息息

子子 がが代代 用用 教教 員員 ととししてて坂坂 小小 へへややっってて来来 てて、、生生 徒徒 にに対対 ししてて盛盛 んんににビビンンタタをを呉呉 れれてていいたたののをを覚覚 ええてていいるる。。ちちょょっっ

とと常常 軌軌 をを逸逸 ししてていいたた人人 ののよよううにに思思 わわれれるる。。現現 在在 のの小小 泉泉 洋洋 品品 店店 ののああたたりりにに魚魚 屋屋 ががあありり、、ねねじじりり鉢鉢 巻巻 ききををししたた

おおややじじささんんのの顔顔 もも何何 故故 かかははっっききりり思思 いい出出 すすここととがが出出 来来 るる。。つついい最最 近近 ままでで写写 真真 店店 （（今今 ののアアーートト歯歯 科科 ））ををややっっ

てていいてて、、今今 はは亡亡 きき同同 級級 生生 中中 島島 君君 ののおお母母 ささんんがが開開 いいてていいたた文文 房房 具具 店店 「「日日 のの丸丸 堂堂 」」はは、、確確 かか「「みみねねをを」」ああたたりり

ででははななかかっったたかかとと思思 わわれれるる。。現現 在在 のの坂坂 本本 塗塗 装装 店店 かからら旧旧 坂坂 小小 にに通通 じじてていいるる道道 はは当当 時時 ななくく、、家家 屋屋 がが連連 ななっってて

いいたた。。又又 旧旧 坂坂 小小 ままででのの途途 中中 右右 手手 （（右右 折折 すするるとと連連 合合 町町 内内 会会 館館 ））かかどどににはは川川 島島 鉄鉄 工工 所所 ががあありり、、子子 息息 のの一一 人人

はは同同 級級 生生 だだっったた。。   

残残 念念 ななががらら思思 いい出出 せせるるののははここのの程程 度度 ででああるるがが、、往往 時時 のの風風 景景 のの一一 端端 をを述述 べべててみみたた次次 第第 ででああるる。。   

                                        

  完完   

  

                                                                    坂坂本本台台団団地地自自治治会会            増増子子  武武教教  
 クリーンよこすか 

坂本市民の会主催 

１０月１９日（水）クリーンキャラバン隊のパレード 

聖佳幼稚園の鼓笛隊を先頭に沿道のゴミを拾いながら 

キャンペーンを行いました。平日の昼間に行われていますので 

それなりの規模で毎年実施されているにも拘わらずご覧になった 

ことがない方もいらっしゃる様です。                      

 皆さんで活用してください     坂本まちづくり協議会会長 後藤秀樹 

坂本交番横にふれあいの場オープン！  
坂坂 本本 連連 合合 町町 内内 会会 はは坂坂 本本 交交 番番 横横 のの土土 地地 をを、、高高 齢齢 者者 とと子子 どどもものの触触 れれ合合 いいのの場場 ととししてて使使 用用 すするるととしし、、平平 成成

二二 十十 二二 年年 十十 月月 市市 かからら無無 償償 でで借借 りり受受 けけ、、そそのの活活 用用 をを坂坂 本本 町町 ままちちづづくくりり協協 議議 会会 （（以以 降降 協協 議議 会会 ））にに委委 嘱嘱 さされれまま

ししたた。。   

  協協 議議 会会 でではは以以 前前 かかららここのの空空 地地 にに目目 をを付付 けけ、、有有 効効 なな活活 用用 方方 法法 をを検検 討討 ししててききたた結結 果果 、、市市 かからら借借 りりややすすいい条条

件件 等等 をを考考 慮慮 しし、、高高 齢齢 者者 とと子子 どどもものの触触 れれ合合 いいのの場場 ととししてて活活 用用 ししてていいくくここととでで、、中中 連連 合合 町町 内内 会会 長長 がが市市 とと交交 渉渉

をを重重 ねね実実 現現 ししままししたた。。   

  三三 月月 かからら整整 地地 をを行行 いい、、フフェェンンススをを設設 置置 しし、、中中 央央 にに敶敶 石石 をを敶敶 きき、、ベベンンチチととテテーーブブルルをを置置 きき、、ゴゴーーヤヤととミミニニトトママ

トトをを周周 りりにに植植 ええてて一一 応応 のの整整 備備 をを行行 いいままししたた。。   

  ここのの場場 所所 にに名名 称称 ををつつけけててよよりり町町 民民 のの皆皆 様様 にに親親 ししんんででももららおおううとといいううここととでで、、桜桜 小小 学学 校校 にに協協 力力 をを依依 頼頼 しし、、児児

童童 ににここのの場場 所所 ににふふささわわししいい名名 称称 をを募募 っったたととこころろ、、一一 五五 七七 名名 かからら応応 募募 ががあありりままししたた。。協協 議議 会会 でで審審 査査 ししたた結結

果果 、、優優 秀秀 賞賞 はは５５年年 生生 のの梅梅 津津 海海 月月
み づ き

君君 のの「「坂坂 本本 ふふれれああいいななごごみみのの場場 」」にに決決 定定 しし、、九九 月月 二二 十十 九九 日日 同同 所所 でで表表 彰彰

をを行行 いいままししたた。。   

  優優 秀秀 賞賞 のの他他 佳佳 作作 ににはは、、６６年年 生生 のの桑桑 野野 亜亜 美美 ささんんのの「「ややささししささ広広 場場 」」、、同同 村村 杉杉 綾綾 七七 ささんんのの「「ちちょょっっととひひとと息息 坂坂

本本 広広 場場 」」 、、 ５５年年 生生 のの澁澁 谷谷 凌凌 央央 君君 のの「「ふふれれああいいききゅゅううけけいいじじょょ 」」 、、同同 宮宮 嶋嶋 陽陽 成成 君君 のの「「坂坂 本本 ジジャャンンククシショョンン 」」 、、４４

年年 生生 のの伊伊 藤藤 梨梨 花花
り ん か

ささんんのの「「みみんんななのの楽楽 ししいいふふれれああいい広広 場場 」」がが選選 ばばれれままししたた。。   

  当当 日日 はは、、タタウウンンニニュューーススのの編編 集集 長長 がが取取 材材 にに来来 らられれ、、同同 誌誌 のの平平 成成 ２２３３年年 １１００月月 ７７日日 号号 にに、、坂坂 本本 町町 、、交交 番番 横横

にに憩憩 いいのの場場 、、地地 域域 のの手手 ででススペペーースス活活 用用 のの見見 出出 ししとと、、児児 童童 六六 人人 とと松松 浦浦 校校 長長 のの写写 真真 入入 りりでで記記 載載 さされれままししたた。。   

  今今 後後 はは、、敶敶 石石 をを倍倍 にに増増 ややしし、、ベベンンチチととテテーーブブルルをを２２セセッットトととしし、、周周 囲囲 にに四四 季季 折折 々々のの花花 やや緑緑 をを植植 ええるるななどどしし

てて環環 境境 をを整整 ええ、、地地 域域 のの語語 ららいいのの場場 ととししてて活活 用用 ししてていいたただだけけたたららとと考考 ええてていいまますす。。   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ととっっててもも素素 敵敵 なな手手 作作 りりのの表表 彰彰 状状 とと賞賞 品品 がが優優 秀秀 賞賞 以以 下下 ６６人人 にに贈贈 らられれままししたた   

 坂本児童クリーンポスター展 

桜桜小小学学校校のの運運動動会会（（１１００月月２２９９日日））ににああわわせせてて約約１１００日日間間展展示示さされれてていいまますす。。  

http://s2s.jp/sakamoto/koho/2011-11.pdf

