
『同潤会初の斎藤分分譲住宅』

斎南ミニだよ
り

2021年3月

長寿会および町内会の皆様へ
斎南の長寿会は、会員相互の親睦と福祉の増進を
目的に50有余年活動してまいりました(現会員数：
96名) 。ここまで活動できたのも皆様のお力添え
のお陰です。ありがとうございます。しかし、役
員、会員の高齢化により、誠に残念ですが、 3月
末日を持って解散することになりました。
役員一同、会員の皆々様のご健康とご長寿を祈念
申し上げます。 長寿会会長/内田ソノ子

無料 (毎月の廃品回収や町内会/横浜市からの補助金で活動)

誰が入会できるの？

どんな活動がある？

子ども会役員は大変？

会費はいくら？

斎南地区に住む小学生 / 20年度の会員数は約40名
(斎藤分小学校、私立小学校などの学校は問いません)

主なイベント/活動
 毎月第2⽔曜日(朝)の廃品回収
 5月：新入生歓迎会
 7月：ラジオ体操
 8月：斎南夏祭りへの参加
 11月：斎南文化祭への作品出展、お楽しみ会
 3月：6年生を送る会、スケート教室

斎南子ども会への入会案内

役員は6年生(高学年)の保護者を中心に担当しています(5～7名)。
廃品回収やイベント準備などが主な活動です。仕事を持つ方もい
るので、役員で協力し合い、無理のない範囲で楽しく活動中！

1923年の関東大震災によって、東京・横浜では多くの人が家を失いました。罹災者向
けの住宅を大量に供給するため、翌年5月に設立されたのが(財)同潤会です。同潤会は、
鉄筋コンクリートのアパートを戦前期にいち早く建設したことで有名ですが、分譲式の
木造戸建住宅も手がけていました。分譲住宅は、東京・横浜に35ヶ所で建設され、50倍
以上の申込が殺到するほど人気でした。

神奈川大学 建築学専攻
博士後期課程 野々村さん

長寿会 解散

2012年文化祭での長寿会メンバー

文化祭での長寿会メンバーの作品 2016年夏祭り準備での長寿会メンバー

沢山の思い出を

ありがとうございました

3, 4月 の イベント・行事

3/10(水) 子ども会 廃品回収(8AM前)

3/17(水) さいなん(３１７)の日

3/20(土) 防災倉庫の整理 / 新連絡係(仮)への資料配布

4/3(土) 4月斎南ミニだより/広報誌配布(新連絡係(仮))

配布準備のボラン
ティア募集(9:15～)

茶道(交流活動)解散

2014年1月 初釜

素敵な着物と笑顔に

心奪われました！

斎南の茶道の交流活動も、この3月で
35年の歴史に幕を下ろすことになりま
した。今までありがとうございました。
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2021年度の町内会費の回収
方法は来月以降に掲載予定

今年から3/17日を”斎南の日”に
地域を身近に感じるキッカケに！

夏祭り・文化祭を盛り上げて

くれた長寿会の皆さん

手
の
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々
に
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私たちは幸せでした
普通の女の子に 戻り
たいんです!!
(キャ◯ディーズ!?)

2月の廃品回収金額：300円
横浜市補助金(11月)：3,450円
ご協力ありがとうございました！

実は、最初に建設されたのが斎藤分分譲住宅です(1928
年)。斎藤分・中丸に6種類20戸が建設され「高燥地で眺
望絶佳」「道路・下水完備」「ガス・水道引き込み」と、
当時では先進的な住宅地でした。90年以上経過し殆どの
住宅は残っていない今、当時の様子を残す住宅として遠
藤邸(写真右)があります。日本伝統の簓子下見板張り(外
壁)と、大屋根をかけた洋風デザインが特徴的です。

斎藤分に残る同潤会の住宅

同潤会の分譲住宅は15戸程度に激減しておりますが、斎藤分分譲住宅の
存在を皆さんの記憶に留めていただけると幸いです。

私たちは内田青蔵教授のもと日本近代建築史を研究していま
す。現地を訪問し、生きた建築を肌で感じることを大切にして
います。白楽駅前の「旧市原重治郎邸」が「横浜市認定歴史的
建造物」に指定される調査(2018年指定)にも携わりました。

『同潤会』聞いたことありますか？
神奈川大学で建築史を研究中の野々村さん(学生)
に斎藤分との深い繋がりを教えて頂きました！

内田教授と研究室メンバー
@旧安田楠雄邸庭園(東京都)

https://ku-labo.kanagawa-
u.ac.jp/detail/detail_eng_1072.html建築史研究室の紹介

ホームページはこちら

町内会公式キャラクターの
”サイの南太郎クン” は
子ども会から生まれました



昨年12月に実施した斎南アンケートの結果です。
アンケートにご協力頂いた皆様、ありがとうございました。

❶困りごとと、それを助けられる⼈を探す
❷町内会や地域活動への興味・関⼼を把握する
❸町内会活動に参加してもらえる⼈材を探す

斎南アンケート(20年12月)の結果報告

調査の目的

調査対象 斎藤分南部の住民（配布:790世帯）

調査方法 調査票の配付回収/インターネットによる回収
記名式アンケート

回収結果 244件(回収率30.9％) 記名率87.7%

(1)日頃の生活での困りごと、お手伝いできること

(2)地域で行われているイベントや活動(今後の参加意向)

あり
(36人)
14.8%

なし(２０８人)
85.2%

あり
(112人)
45.9%なし

(132人)
54.1%

主な回答(1世帯で複数回答有)
・声かけや安否確認(17件)
・ゴミ出し手伝いなど(12件)
・家の片づけ(10件)
・草むしりや枝落し(9件)
・インターネット手伝い(9件)

主な回答(1世帯で複数回答有)
・声かけや安否確認(78件)
・話し相手や相談相手(46件)
・ゴミ出し手伝いなど(38件)
・草むしりや枝落し(25件)
・買い物の手伝い(20件)
・家の片づけ(15件)
・インターネット手伝い(15件)
・ペットの散歩など(13件)

神北地区運動会

神北地区防災フェア

家庭防災員訓練(炊き出し等)

地域カフェ(サロン南の丘)

地域防災拠点実地訓練

夏祭り(8月)

防災訓練 (ハリア放⽔等)

斎南文化祭(11月)

高齢者・児童等弱者支援

環境活動(ゴミ置き場の美化、

蚊発生防止、地域猫活動など)

斎南町内会の
行事/活動

17⼈ 9⼈

14⼈ 6⼈

16⼈ 4⼈

17⼈ 7⼈

15⼈ 13⼈

19⼈ 12⼈

24⼈ 8⼈

26⼈ 10⼈

18⼈ 6⼈

15⼈ 11⼈

参加してみたい スタッフ希望
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お願いしたいこと お手伝いできること

(3)斎南町内会の印象

ある程度生活に必要なもの

地域の情報が入手できる

色々な人と交流ができる

役に立つこともある

色々な行事等で忙しそう

60.2%

52.9%

41.8%

19.3%

27.9%

0% 20%

斎南町内会への お問い合わせ

町内会長/萩谷 秀人/
080-1262-9283/

hagiya55@yahoo.co.jp

http://www.saitobun-nanbu.com/
アンケート全結果はホームページへ！

40% 60% 80%

斎南の防災倉庫の備蓄の整理

日時

場所

持ち物

活動内容

3/20(土)10:00～11:30

斎南町内会館

マスク

(4)斎南町内会へのお手伝い

運営・企画

広報

ゴミ出しポスター配布/貼り付け

町内会館の管理

斎藤分小学校の登校の見守り

家庭防災員

ふれあい活動委員

ホームページの作成
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3⼈ 11⼈

10⼈ 18⼈

5⼈ 14⼈

8⼈ 16⼈

20⼈ 24⼈

13⼈ 15⼈

興味があるお手伝いできる

0⼈ 10⼈ 20⼈ 30⼈ 40⼈ 50⼈

(株)地域環境計画の田中さん
(左)/佐藤さん(右)です。
町内会の意見を取り入れなが
らアンケートの作成、そして
集計もして頂きました。
ありがとうございました！

今後 “お願いしたい人” と “お手伝いできる人” を
マッチングしていきます！

町内会に良い印象を
持って頂いています。
感謝ですね。
更に魅力ある町内会を
目指していきます！

多くの方が町内会活動に関心を示
して頂き、涙が溢れてきました！

(最近の人気曲”うっせぇわ”の替え歌)

今後 町内会から個別に連絡させて頂きます！
連絡する人数が多いので、長い目で見て頂けると 幸甚です

備蓄品の
配布も
ある!？

アンケート全結果は 斎南町内会ホームページ(右下リンク) に掲載！

http://www.irp-yokohama.com/

町内会公式
キャラクター

神北地区連合
町内会行事

地域の行事


