
総会履歴
開催日 名　　　称 会員数 世帯数 出席者数 委任状 備考

昭和45年１月 町内会設立総会 60 41 16
昭和54年12月 臨時総会 町内会館改築の件
平成3年5月12日 第21回定期総会 46 916
平成5年 第23回定期総会 1,279 46 949
平成6年5月8日 第24回定期総会
平成7年5月14日 第25回定期総会 70 872
平成8年5月12日 第26回定期総会 56 817
平成9年 第27回定期総会 60 779
平成10年5月10日 第28回定期総会 58 842
平成11年5月9日 第29回定期総会 62 910
平成12年5月14日 第30回定期総会 50 884
平成13年5月13日 第31回定期総会 1,335 60 894
平成14年5月12日 第32回定期総会 1,357 73 940
平成15年5月11日 第33回定期総会 1,317 84 778
平成16年5月9日 第34回定期総会 1,317 95 849
平成16年9月9日 臨時総会 1,320 91 1,065 法人化
平成17年5月8日 第35回通常総会 3,116 92 1,886 名称変更
平成18年5月14日 第36回通常総会 3,230 82 2,666
平成19年5月13日 第37回通常総会 3,344 104 2,889
平成20年5月11日 第38回通常総会 3,336 91 2,643
平成21年5月10日 第39回通常総会 3,430 105 2,948
平成22年5月9日 第40回通常総会 3,429 102 3,036



年度
人口 世帯数 70歳以上人口中学卒者 会員数 会員世帯数

昭和45年 294 84
昭和46年 1,159 322
昭和47年 1,991 553
昭和48年 2,553 709
昭和49年 3,045 870
昭和50年 3,618 1,006 63
昭和51年 3,969 1,110 65
昭和52年 4,160 1,163 70 50
昭和53年 4,273 1,196 74 52
昭和54年 4,370 1,278 68 70
昭和55年 4,418 1,253 63 75
昭和56年 4,496 1,273 88 88
昭和57年 4,529 1,291 104 123
昭和58年 4,561 1,314 108 128
昭和59年 4,558 1,331 111 115
昭和60年 4,602 1,346 129 116
昭和61年 4,556 1,345 142 121
昭和62年 4,583 1,359 156 117
昭和63年 4,611 1,375 166 93
平成元年 4,589 1,380 192 76
平成2年 4,589 1,390 203 95
平成3年 4,588 1,405 212 71
平成4年 4,522 1,409 225 59
平成5年 4,544 1,448 224 70
平成6年 4,509 1,463 236 46
平成7年 4,494 1,486 269 46
平成8年 4,436 1,497 280 36
平成9年 4,368 1,502 300 41
平成10年 4,331 1,515 333 46
平成11年 4,307 1,543 342 43
平成12年 4,289 1,545 382 27
平成13年 4,212 1,558 309 41 1,335
平成14年 4,202 488 23 1,353
平成15年 4,144 530 32 1,322
平成16年 4,126 571 22 1,317
平成17年 4,093 604 21 3,099 1,329
平成18年 4,030 664 33 3,213 1,327
平成19年 3,989 701 20 1,326
平成20年 3,972 756 15 1,328
平成21年 3,914 825 24 1,322
平成22年 3,908 885 3,457 1,327

粟田全体 粟田町内会
人口と世帯数



敬老行事
内　　　　　　　　　　容 備　　　　　　　　考

該当者数 出席者数 該当者数 出席者数
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年 9月 敬老祝い金贈呈
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年 9月15日 217 86 敬老祝賀会
平成4年
平成5年 9月15日 224 72 敬老祝貿会
平成6年 9月15日 237 91 敬老祝賀会
平成7年 9月15日 270 99 敬老祝賀会

本年度から75才以上を招待。

平成9年 9月15日 177 49 第21回敬老祝賀会
平成10年 9月15日 54 敬老祝賀会
平成11年 9月15日 201 75 敬老祝賀会
平成12年 9月15日 382 216 64 敬老祝賀会町内子供会代表10名による合唱
平成13年 9月15日 50 敬老祝賀会、町内会役員、婦人部のおもてなし
平成14年 10月14日 57 敬老祝賀会
平成15年 10月19日 468 90 敬老祝賀会
平成16年 10月17日 482 92 敬老祝賀会（あじさい園）
平成17年 9月18日 敬老祝賀行事　70歳以上588名にお祝い品贈呈
平成18年 9月17日 敬老祝賀記念品贈呈 横須賀市から88歳の人にお祝い金
平成19年 9月16日 605 敬老祝賀記念品贈呈
平成20年 9月14日 715 敬老祝賀お祝い品贈呈
平成21年 9月13日 785 敬老祝賀お祝い品贈呈
平成22年 9月12日 816 敬老祝賀お祝い品贈呈

７０歳以上 ７５歳以上

第20回敬老祝賀会、子供会の合唱と器楽合奏、尺
八と唄マジック、南京玉すだれ。屋外では粟田園
芸愛好会の盆栽の展示。

平成8年 9月15日 280 162 51

年度 日付



成人者
年度 該当者数
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年 お祝い品贈呈
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年
平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年 41 お祝い品贈呈
平成14年 34 チョイスギフト
平成15年 52 チョイスギフト
平成16年 38 チョイスギフト
平成17年 24 チョイスギフト
平成18年 39 チョイスギフト
平成19年 27 チョイスギフト
平成20年 35 チョイスギフト
平成21年 28 チョイスギフト
平成22年



中学卒業者

年度 合計 男子 女子 贈呈品
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年 50
昭和53年 52
昭和54年 70
昭和55年 75
昭和56年 88
昭和57年 123
昭和58年 128
昭和59年 115
昭和60年 116
昭和61年 121
昭和62年 117
昭和63年 93
平成元年 76
平成2年 95
平成3年 71
平成4年 59
平成5年 70
平成6年 46
平成7年 46
平成8年 36
平成9年 41
平成10年 46
平成11年 43
平成12年 27
平成13年 41 シャープペンシル
平成14年 23 13 10 開閉ワンタッチ方式の折り畳み傘
平成15年 32 15 17 一人当たり1500円分の図書券
平成16年 22 12 10 一人当たり1500円分の図書券
平成17年 21 一人当たり1500円分の図書券
平成18年 33 11 22 一人当たり1500円分の図書券
平成19年 20 一人当たり1500円分の図書券
平成20年 15 一人当たり1500円分の図書券
平成21年 24 一人当たり1500円分の図書券
平成22年

該当者数



表彰
年度 日付 氏名 表彰者 表彰理由 行事

昭和50年10月 町内会 神奈川県警本部長 交通安全優良町内会 昭和50年神奈川県民総ぐるみ大会
昭和51年1月 成田金次郎会長 横須賀市長 町の発展に尽力
昭和51年8月 子供会 県立青尐年センター 優良子供会
昭和51年11月 子供会 横須賀市 交通安全運動に協力

浦賀交通安全協会
浦賀警察署

昭和52年10月 川内惣助 京急電鉄 美化運動推進
昭和52年10月 町内会 建設大臣 都市公園の美化と都市緑化の努力
昭和53年2月 川内惣助 横須賀市 美化運動推進の功
昭和53年10月 町内会 横須賀市長 昭和52年度の婦人部活動

昭和54年 昭和54年5月 加藤正元 横須賀市長 永年に亘り町内活動に尽力
昭和55年10月 子供会 神奈川県交通安全協会 交通安全運動に協力
昭和55年10月 町内会 神奈川県警本部長 交通安全運動に協力

浦賀防犯協会
浦賀警察署

昭和57年 昭和57年12月 子供会 関東管区警察局長 交通安全活動
昭和58年 昭和58年12月 町内会 浦賀警察署 多年に亘り警察行政に協力
昭和62年 昭和63年2月 水曜会 横須賀市長 10年に亘るボランティア活動
平成元年 平成元年5月 山本正治 横須賀市長 地域活動と福祉の増進に長年奉仕

青尐年問題協議会長
横須賀市長

平成4年1月 篠崎幸生 横須賀市長 町内会功労者表彰
平成4年6月 野田房子 横須賀市長 青尐年育成活動 感謝状
平成5年2月 近藤幸雄会長 横須賀市長

平成5年 平成5年11月 交通安全母の会 県知事 感謝状
平成6年 平成6年1月 星野昭二 横須賀市長 感謝状

平成7年6月 緑会 クリーンよこすか推進委員会 清掃、社会奉仕、廃品回収に努力
平成7年6月 勝山昭子 横須賀市 青尐年活動
平成8年1月 高石武 横須賀市長 町内会功労者表彰
平成8年2月 緑会 横須賀市長 感謝状
平成8年4月 交通安全母の会 県警本部長
平成8年7月 鈴木寿子 横須賀市長 青尐年指導 感謝状

丹澤晃一路
松本禮次

平成9年6月 大懸象治郎 クリーンよこすか市民委員会 クリーンよこすか市民委員会大会
平成9年7月 中村好勝 横須賀市長

小室隆幸
小原信男

平成10年2月 近藤幸雄会長 日赤県支部長 感謝状
大懸象治郎緑会々長
近藤幸雄会長
勝山登
佐々木みさお
阿比留章子
黒川敏子
松沢敏子

平成12年6月 細川好 クリーンよこすか市大会
大懸象治郎
本田示

平成12年9月 近藤美年子 厚生大臣 特別表彰
平成13年2月 細田好 横須賀市長 町の美化に貢献
平成13年3月 近藤幸雄 浦賀警察署長 野比粟田連合町内会長感謝状
平成13年6月 西野英子 クリーンよこすか市民の集い感謝状
平成13年6月 山田善久 横須賀市長 青尐年活動推進大会で感謝状
平成13年7月 斉藤英治 横須賀市長 町内会功労者表彰
平成13年9月 町内会 県知事 安全の町
平成14年6月 近藤美年子 県知事 社会福祉功労
平成14年6月 小倉幸男 横須賀市長 町内会活動
平成14年7月 沼里昌子 クリーンよこすか市民の会 美化活動で表彰

平成15年 平成15年6月 縣　雅子 クリーンよこすか市民の会 町づくりに貢献 クリーン横須賀市民の集い
平成16年 平成16年7月 大野幸一 クリーンよこすか市民の会 ごみ収集・町内美化等に尽力

平成18年9月 堀克自会長 神奈川県警

平成20年 平成20年7月 岩崎壽夫 横須賀市長 全市町内会長の集い

昭和50年

町内会功労者表彰

昭和56年

昭和55年

昭和53年

昭和52年

昭和51年

横須賀第一第二老人ホームでの
15年に亘るボランティア活動

昭和53年11月 町内会 浦賀警察署長
交通安全の啓蒙と技術指導に顕
著な功績

昭和51年11月 子供会 交通安全運動に協力

防犯活動及び防犯連絡所の整備
拡充に協力

平成9年

平成8年

平成7年

平成4年

平成3年

平成18年

平成14年

平成13年

平成12年

平成10年

平成19年3月 西野英子
地域の美化、美しい街づくりに貢
献

横須賀市制100周年記念式典

平成18年春の叙勲 近藤美年子 瑞宝単光章
30余年に亘り民生委員を務めら
れ､社会福祉に尽力

平成3年10月 水曜会

平成3年6月 子供会

第42回社会福祉大会

平成12年7月 横須賀市長

昭和56年11月 町内会

平成9年1月

平成10年2月 横須賀市長

横須賀市長平成10年2月 市制91周年記念式典

横須賀市長

県社会福祉事業団設立30周年記念式典
で感謝状

全市町内会長会議

平成10年6月 地域青尐年育成の功

平成12年6月



バス旅行
年度 実施日 行　　　　　先 参加人員 バス台数 会費

昭和53年 11月30日 秩父多摩国立公園秋川渓谷 89 ２台
昭和54年 11月12日 三保ダム・中川温泉 49 ２台
昭和55年 11月6日 南房総パラダイス 80 ２台
昭和56年 7月12日 秩父長瀞の探勝と舟下り 81 ２台
昭和57年 9月19日 昇仙峡とぶどう狩り 51 ２台
昭和58年 9月11日 伊豆河津七滝巡り 134 ３台
昭和59年 9月30日 奥多摩鳩ノ巣渓谷 96 ２台
昭和60年 9月29日 忍野八海と勝沼ぶどう狩り 176 ４台
昭和61年 9月23日 富士五合目とサファリパーク 133 ３台
昭和62年 9月27日 城ヶ埼公園と大涌谷 98 ２台
昭和63年 9月25日 八ヶ岳と清里高原 142 ３台
平成元年 9月24日 山梨美術館とぶどう狩り 72 ２台
平成2年 9月30日 中川温泉 81 ２台
平成3年 9月29日 小田原城と小湧谷 92 ２台 5,000
平成4年 9月27日 登呂遺跡と久能山東照宮 126 ３台 6,000
平成5年 9月26日 秩父長瀞の探勝と舟下り 152 ４台 6,000
平成6年 9月25日 身延山久遠寺と下部ホテル 138 ３台 6,500
平成7年 9月24日 宮ヶ瀬ダムと初秋の富士スバルライン 141 ４台 5,800
平成8年 9月29日 ぶどう狩りと昇仙峡の旅 114 ３台 5,800
平成9年 9月28日 伊香保・味覚の旅 173 ４台 6,400
平成10年 9月27日 御岳渓谷散策 171 ４台 6,000
平成11年 9月26日 川越・小江戸散策とぶどう狩り 88 ２台 6,800
平成12年 9月24日 感動の大自然と花の楽園 124 ３台 6,200
平成13年 9月30日 八ヶ岳高原湧水と観音平ぶどう狩り 123 ３台 6,100
平成14年 9月29日 駿府宿と丸子宿（駿府工芸館） 99 ２台 6,500
平成15年 9月28日 渡良瀬渓谷鉄道/富弘美術館 139 ３台 6,800
平成16年 9月26日 笠間稲荷・益子窯元とリンゴ狩り 120 ３台 6,300
平成17年 9月25日 東海道由比宿散策とビール工場見学・三島大社参拝 83 ２台 6,300
平成18年 9月24日 江戸東京博物館・隅田川下り・お台場 62 大中２台 6,500
平成19年 9月30日 鴨川シーワールド・誕生寺・亀山温泉 88 ２台 6,600
平成20年 9月28日 吹割りの滝とリンゴ狩りの旅 72 2台 6.500
平成21年 10月4日 山梨ぶどう狩りと富士花鳥園鑑賞の旅 84 2台 6.500
平成22年 9月26日 養老渓谷散策東と洋最大の涅槃佛拝観の旅 147 3台 6.500



募金
年末助け合い募金

総額 世帯数 総額 世帯数 総額 世帯数
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年 498,895
平成4年 550,113 525,971 1,236 477,870
平成5年 543,190 1,261 562,031 478,504
平成6年 542,550 1,279
平成7年 506,500 518,041 1,272 509,831 1,238
平成8年 550,610 1,282 563,846 521,881
平成9年 550,616 1,282 550,005
平成10年 528,662 1,301 527,620 1,294 502,030
平成11年 550,035 1,304 545,500 1272
平成12年 557,660 1,301 545,744 1,252 523,100 1252
平成13年 546,210 1,291

520,870 797,310 1,283

平成15年 533,950 1,237 667,552 1,264
平成16年 519,040 1,280 565,912 1,252
平成17年 504,450 1,283 537,800 1,232
平成18年 489,561 1,280 539,290 1,248
平成19年 483,900 1,290 563,231 1,271
平成20年 446,000 1,250 567,703 1,228
平成21年 458,620 1,256 513,000 1,212
平成22年 458,180 1,276 484,240 1,226

赤十字募金 共同募金

赤い羽根募金と年末助け合い募金を共同募金に改称
平成14年

年度



粟田祭り
年度 開催日 参加者数 イベント

昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年

8月1日 金魚すくい、納涼踊り
8月2日 フォークダンス（外国人参加）
8月3日 子供神輿、山車の巡行、納涼踊り
7月30日
7月31日
8月1日
7月31日 納涼踊り、幼児の踊りなどの販売

子供神輿、山車の巡行、納涼踊り
模擬店（焼きそば、焼きとうもろこし、焼き鳥、おもちゃ、焼きいか、金魚
すくい）、福祉施設下町作業所のうちわ、鍋敷7月29日

7月30日
7月28日 800名 納涼踊り、模擬店、福祉施設下町作業所、アメリカ人有志の出店
7月29日 午前と午後神輿と山車の巡行、納涼踊り
7月26日 700名 納涼踊り
7月27日 神輿と山車の巡行、夜沢田横須賀市長来訪、納涼踊り
8月1日 納涼踊り（外国人も加わりフラダンスも）
8月2日 神輿と山車の巡行、納涼踊り
7月31日 納涼踊り、ハワイアンダンス、夜店（7グループ）
8月1日 子供神輿と山車の巡行、納涼踊り
7月30日 1200名 納涼踊り、子供の踊り（3回120人）
7月31日 900名 納涼踊り、子供の踊り（3回100人）

1000名 納涼踊り
来賓　沢田市長、古木市会議長、安田粟田小校長、天田元粟田小校

7月29日 子供神輿と山車の巡行、納涼踊り
400名 納涼踊り、金魚すくい、模擬店。

来賓　沢田市長、古木市議、安田粟田小校長
8月14日 子供神輿、大人神輿、山車の巡行、納涼踊り
7月26日
7月27日
7月25日 1,100名 （内子供450
7月26日 1300名 （内子供550）
7月30日 1300名 （内子供600）神輿・山車の巡行（山車は午前中のみ）、納涼踊り
7月31日 1100名 （内子供400）神輿・山車の巡行（山車は午前中のみ）、納涼踊り
7月29日
7月30日
7月28日
7月29日
7月27日 1100名
7月28日 1000名
8月1日
8月2日
7月31日 （粟田祭りに改称）納涼踊り･子供ダンスを実施
8月1日 ､御輿･山車の町内巡行。納涼踊り
7月30日 納涼踊り（900人）
7月31日 樽神輿、大人神輿、山車の巡航（400人）、納涼踊り（1000人）

平成22年

平成4年

8月1日

7月28日

8月13日

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

1400名

2100名

2300名

平成3年

平成5年

平成6年

平成7年

平成8年

平成9年

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成20年

平成21年

2200名
納涼踊り御輿･山車の巡行(今年度は子供の健康を考慮し､山車の巡行
を午前中だけに｡)

2000名 (内子供1,100)

2000名 （内子供1,000）



文化祭
年度 開催日 粟田文化賞 催　　　　　　　　事

昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年

ゲートボールチーム
子供ソフトボールチーム

昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年

長谷川　みき氏(舞踊)
内　田　さか氏(茶道)
西川義正氏 書道146点、絵画40点、手工芸32点、盆栽100点、焼きそば・おでんの販売、野比中吹奏楽部の演奏
佐久間虹竹氏
新倉正昭氏（野比中校長）
五十嵐清子氏 出品数187点、おでんの販売、茶席の接待、野比中吹奏楽部の演奏
天田晴基氏（粟田小校長）
山下勉生氏 出品数192点、おでん・焼きそばの販売、野比中の吹奏楽は雨天中止
星野昭二氏
本田示氏
楢崎まつい氏（クリーンよこすか）
丸山克彦氏（前粟田小校長）
寺本勲氏（野比中校長）

平成8年 11月10日 屋内245点、屋外盆栽80点、フリーマーケット、野比中吹奏楽の演奏
平成9年 11月2日 荒川徳数氏 屋内170点、屋外盆栽、おでん・手作りパン他の販売、野比中吹奏楽の演奏

石ケ谷千恵子氏 屋内300点、屋外陶芸愛好会の鉢物、野比中吹奏楽部の演奏
波形治美氏
棚橋寿子氏
竹内育男氏
北村勲氏（前野比中校長）

平成12年 10月29日 園芸愛好会 午前雨天のため屋内展示、屋外おでん・焼いも・おしるこの販売
善吉一氏
竹内博子氏

平成14年 11月3日 屋内205点（成人87名,幼小中生53名）、野比中吹奏楽の演奏
山崎保雄氏（バス停清掃）
梶ヶ谷優氏（納涼大会照明設備設置）

平成16年 11月3日 越村了氏 屋内106点（102名）600名が鑑賞、屋外野比中吹奏楽の演奏（聴衆500名）。新潟中越地震義援金募集24,804円
平成17年 11月3日 大野泰雄 屋内100点（78名）屋外野比中吹奏楽の演奏。来場者600名
平成18年 11月5日 出品　80名　130点　参加者400
平成19年 11月4日 作品展示、野比中吹奏楽の演奏、ソーラン踊り

新宮茂氏（ふれあい弁当） 屋内146点（成人52名、幼小高生8名）。あじさい園入居者33名車椅子で見学
瀬川毅氏（子供見守り隊活動） 屋外おでん・おしるこ・焼いも・毛糸のタワシの販売、太鼓演奏によるソーラン踊り、野比中吹奏楽の演奏。来場者600名
新宮キミ氏（福祉活動） 屋内133点（成人64名、幼小中高生15名）
児玉信雄氏（公園美化活動） 屋外おでん・おしるこ・焼いも。イカ焼きの販売、野比中吹奏楽の演奏。来場者600名
小倉幸男（町内活動）
野田庸泰（安心・安全な町づくり）

11月3日 出品者74名(成人66名)　157点(成人122点)屋外おでん・甘酒・焼いも・毛糸のタワシの販売、野比中吹奏楽の演奏。来場者680名平成22年

「わが町粟田再発見」地元遺跡からの出土品も展示

屋内80点、屋外山野草、盆栽、野比中吹奏楽の演奏

屋内展示、屋外盆栽の展示、おでんの販売

屋内161点（成人76名、幼小中高生32名）、屋外おでん・おしるこの販売、来場者500名。野比中演奏は中止平成15年 11月3日

平成20年 11月3日

平成21年 11月3日

平成10年 10月25日

平成11年 10月31日

平成13年 10月28日

平成5年 11月7日

平成6年 11月6日

平成7年 11月5日

昭和61年

平成3年 11月10日

平成4年 11月8日



防災
年度 開催日 種別 参加数（人） 実　　施　　項　　目
昭和45年度
昭和46年度
昭和47年度
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度

6月12日 防災訓練
11月27日 防災訓練 110 起震車・煙ハウスの体験。消火器取扱訓練
6月11日 防災訓練 118 消火器取扱・三角布による応急手当訓練
7月4日 その他 防災車購入
9月23日 防災資器材点検
11月25日 防災訓練 172 起震車・煙ハウスの体験。炊き出し訓練（とん汁）
6月22日 防災訓練 130
11月30日 防災訓練 起震車・煙ハウスの体験。消火器取扱・炊き出し訓練（とん汁）
6月14日 防災訓練 152 南消防署・第18分団による指導

その他 街頭消火器６３基となる
11月22日 防災訓練 50 雨天のため会館内での防災懇談会に変更
6月1日 その他 防災車車庫会館脇に完成
9月12日 防災資器材点検
6月26日 防災訓練 130
11月13日 防災訓練
6月10日 防災訓練 120 三角巾の使用方法、消火器取扱訓練、バケツリレーによる消火訓練、炊き出し訓練（オニオンスープ）

6月6日 防災訓練 110

6月8日 防災訓練 120
9月1日 防災訓練 横須賀市総合防災訓練に参加（津久井小学校）
9月14日 防災資器材点検 45
11月23日 広域避難訓練 34
12月7日 防災訓練 70

6月14日 防災訓練 120
（一般60）煙体験､消火器の操作､バケツリレーによる消火訓練､三角巾による応急手当方法､炊き出し
訓練

9月13日 防災資器材点検
11月8日 広域避難訓練 77 岩戸ルート41名、ＹＲＰトンネルルート36名
12月6日 防災訓練 120 煙体験､消火器の操作､バケツリレーによる消火訓練､三角巾による応急手当方法､炊き出し訓練
6月13日 防災訓練 85 雨天のため町内会館で実施。災害ビデオの放映、三角巾と簡易担架実習
7月10日 見学会 21 横須賀市防災あんしん館見学
9月11日 防災資器材点検 42
10月13日 広域避難訓練 82 岩戸ルート41名、ＹＲＰトンネルルート41名
12月12日 防災訓練
6月12日 防災訓練 114 （一般66）雨天のため会館内
7月9日 見学会 28 横須賀市防災あんしん館見学
9月10日 防災資器材点検 45
11月12日 広域避難訓練 72 岩戸ルート40名、ＹＲＰトンネルルート32名
12月11日 防災訓練 85

6月1日 住宅用火災警報器の設置義務化
7月8日 見学会 38 横須賀市防災あんしん館見学（うち子供23）（今回は子供会主催）
9月9日 防災資器材点検 43

11月11日 広域避難訓練 雨天中止
12月10日 防災訓練 80 天候不良であったが､中央公園で実施
6月10日 防災訓練 84
7月14日 見学会 12 横須賀市防災あんしん館見学
11月10日 広域避難訓練 雨天中止
12月9日 防災訓練 106
12月14日 防災学習 野比中１年生防災学習（校外学習）
6月22日 防災訓練 100 雨天のため会館内
7月21日 見学会 26 横須賀市防災あんしん館見学
9月13日 防災資器材点検 35 発電機、チェーンソー、照明等の実稼動による操作訓練

10月8日 広域避難訓練 雨天中止
12月14日 防災訓練 86 雨天のため会館内
1月22日 防災学習 野比中１年生（19名）防災学習（校外学習）
6月14日 防災訓練 146 煙ハウス､消火器､バケツによる消火訓練。簡易トイレ組立訓練､炊き付し訓練
7月11日 見学会 26 横須賀市防災あんしん館見学

震災時避難所に粟田小学校指定。風水害時避難場所に粟田町内会館指定
9月12日 防災資器材点検 58 （一般10名）
9月23日 避難所運営訓練 145 粟田学区震災時避難所運営訓練（ハイランド2,3丁目自治会・粟田町内会合同）
12月13日 防災訓練 119 消火器による消火訓練､AEDによる心肺蘇生訓練。､簡易トイレ組立訓練､炊き出し訓練
1月27日 防災学習 野比中１年生（24名）防災学習（校外学習）

7月10日 見学会 23 横須賀市防災あんしん館見学
9月11日 防災資器材点検 62 チェーンソー、発電機、ジャッキの操作訓練。野比消防署立会い。

10月23日 避難所運営訓練 115 粟田学区震災時避難所運営訓練（ハイランド2,3丁目自治会・粟田町内会合同）（全247名）
12月12日 防災訓練 148 情報伝達訓練、消火器による消火訓練､AEDによる心肺蘇生訓練､簡易トイレ組立訓練､炊き出し訓練

10月23日 災害時情報伝達訓練
災害時に町内の被害状況を迅速かつ正確に収集することが目的。災害対策本部班と現場班に分けト
ランシーバーにより電報をやり取り。避難所運営訓練に先立ち粟田独自に実施。

平成19年度

平成22年度

（一般164名）。煙ハウス体験、消火器と取扱訓練、バケツリレー消火訓練、
簡易トイレ組立訓練、炊き出し訓練（とん汁）

平成21年度

228防災訓練6月13日

平成20年度 粟田小学校で防災資材保管状況の見学、簡易トイレの組み立て実習
（ハイランドと合同）。

36見学会11月15日

11月18日 防災訓練 90
野比消防署、第18分団消防団の15名と町内会の防災指導員6名による実践訓練、とん汁の炊き出し
訓練。

子供会に防災に関する標語募集をした結果発表。応募者数　28名。標語数　37｡
低学年の部　入賞　押さないで駆け出さないであわてない　　１年　宇田川愛美
高学年の部　入賞　小さな火　小さな油断　火事のもと　　　４年　酒井　陽輝
中学生の部　入賞　震災時　いざという時あわてずに　備えておこう　防災用品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学　成田　光祐
　　　　　　佳作　（成井千影　安部望美　酒井彦輝　中根章子）

野比消防署、消防第18分団協力。煙ハウスによる避難訓練。起震車体験。
バケツリレー・消火器による消火訓練。五目飯、豚汁の炊き出し。
三角巾による応急手当

150防災訓練12月8日

平成17年度

雨天のため町内会館で実施。野比消防署員の講話、阪神淡路大震災のビデオ放映、
三角巾による救護訓練。とん汁の炊出し

110防災訓練6月11日

平成18年度

平成8年度

平成7年度

平成6年度

平成16年度

平成15年度

平成14年度

平成11年度

平成10年度

平成12年度

平成9年度

平成13年度



年度 開催日 回 結　　　　　　　　　果
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年 10月20日 第13回 参加者約1,000人、優勝粟田2丁目､準優勝粟田1丁目。
平成4年 10月18日 第14回 約800名参加。
平成5年 10月24日 第15回
平成6年 10月16日 第16回 粟田２丁目は３位、粟田１丁目は４位。
平成7年 10月15日 第17回
平成8年 10月13日 第18回 優勝粟田１丁目　準優勝粟田２丁目。
平成9年 第19回
平成10年 10月4日 第20回
平成11年 第21回
平成12年 第22回
平成13年 第23回
平成14年 10月7日 第24回 優勝粟田1丁目
平成15年 10月5日 第25回 優勝粟田1丁目、2丁目は4位
平成16年 10月10日 第26回 後半は雨天中止
平成17年 10月2日 第27回 優勝粟田1丁目、2丁目は4位
平成18年 10月8日 第28回 雨天中止
平成19年 10月12日 第29回 優勝粟田1丁目
平成20年 10月22日 第30回
平成21年 10月11日 第31回
平成22年 10月11日 第32回 3位粟田1丁目、4位粟田2丁目

健民運動会



年度 実施日 参加者数 備　　　　　　　考
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年 7月7日 52名
平成4年 6月28日 61名
平成5年 7月4日 65名
平成6年 6月26日
平成7年 6月25日
平成8年 6月30日 62名
平成9年
平成10年 6月28日 55名
平成11年 6月27日 53名
平成12年 7月2日 44名
平成13年 6月24日
平成14年 6月30日 44名
平成15年 6月29日 80名
平成16年 6月20日 66名 台風接近のため堤防清掃のみ
平成17年 6月19日 62名
平成18年 6月25日 66名
平成19年 6月24日 89名
平成20年
平成21年 7月5日 95名
平成22年 6月27日 20名 当日雨天中止。翌28日役員有志で実施

野比海岸清掃



年度 実施日 参加者数 テーマと講師
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年
平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年 地域の福祉　近藤美年子氏
平成14年 6月19日 悪徳商法の撃退法
平成15年 6月18日 37名 サポート制度について
平成16年 6月23日 120名 防犯　浦賀署から講師派遣
平成17年 6月29日 30名 防犯について。暮らし安全指導員
平成18年 6月28日 25名
平成19年 6月23日 60名 地球温暖化対策は待ったなし
平成20年 6月21日
平成21年 6月13日 44名 地域福祉計画について

平成22年 6月19日 59名
かかりつけ医を選ぶポイント　横須賀市
立市民病院副看護部長
後藤美恵子

地区懇談会



年度 実施日 参加者数
昭和４５年度
昭和４６年度
昭和４７年度
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度 9月10日
平成１３年度
平成１４年度 9月28日 40名
平成１５年度 9月6日 32名
平成１６年度 9月12日 ２６名
平成１７年度 10月1日 80名
平成１８年度 11月23日 50名
平成１９年度 11月23日 50名
平成２０年度 11月23日 50名
平成２１年度 11月23日 50名
平成２２年度 11月23日 52名

ウオークラリー
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