
回覧
清水公園東自治会 平成３０年１１月吉日
　各　　位　　様

清水公園東自治会
片岡会長
坂（執行部）

防犯パトロールの実施について
晩秋の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、自治会の運営につきましては平素から格別のご指導ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げ
ます。

今年も、私達の地域を快適な安全で住み良い街にする為、昨年につづき防犯パトロールを実施
することとなりました。
公私ともご繁忙のことと存じますが、下記の要領にて行いたいと思いますので万障お操り合わ
せのうえ、皆様のご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

記

１．日時、時間 ：平成３０年１２月１日(土)より１２月２３日(日)まで毎週土曜日、日曜日
：１８：００～１９：００
※雨天時は中止とし、その後も当番表通りの日程・メンバーで行う

２．集合場所 ：清水公園駅東口広場

３．パトロール場所 ：清水公園東自治会区域内

４。パトロール順路 ：別紙の通り

５．パトロール編成 ：Ａ班、Ｂ班　別紙当番表にて実施

６．パトロール中には、安全チョッキもしくは防犯灯を用いる

７．パトロールの記録

８．パトロール終了後、次の班に安全チョッキ・防犯灯及び記録帳を持参し引継ぎを行う

９．パトロール中に事故等を発見、発生した場合は速やかに警察又は必要とされる所へ連絡をする

以上
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防犯パトロール道順図
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防犯パトロール道順

駅前広場　→　（Ａ班）　１丁目

　　　　　　　（Ｂ班）　２丁目

　　　　（不法投棄物・公園遊具の破損など確認願います）

防犯パトロール当番表（平成３０年１２月）

日　時 当　番　表　（　Ａ班　）

１２月１日（土）
新井 伊藤（淳） 伊藤（太） 沼崎 大津 鈴木（貴）
篠原 内田 若林 高橋(慎） 嶋田 山下
青山 木村（泰） 鈴木（邦） 金子（正） 児山 折原
皆見 １９名

１２月２日（日）
浦邉 小林（将） 甲田 蓮 嶌谷 高野
佐藤 フィッツ 伊藤（聡） 村上 越智 石井（克）
藤原 和地 澤口 長谷川（修） 浦島 瀬川

１８名

１２月８日（土）
横張 針金 伴野（良） 中西 生塩 下平
遠藤 八巻 関 橋本 金子（真） 坂野
高橋（亮） 仙波 茂木 山村 後藤 上月
瀧澤 竹本 ２０名

１２月９日（日）
小林（佐） 蔵本 鎌田 鈴木（秀） 田島 芳川
猪瀬 澁谷 小林（哲） 並木 金子（高） 秋房
戸塚 藤井 知久田 齋藤（冬） 香取 野中
鈴木（啓） １９名

１２月１５日（土）
岩城 三上 西原 倉持 金森 船見
廣瀬 納見 野村 神尾 元山 須崎（宏）
梅沢 深井 石井（則） 伴野（太） 南 仁藤

１８名

１２月１６日（日）
高品 吉田 廣木 安藤 鷹取 長島
板橋 原田（康） 塩谷 中村（憲） 工藤 岩瀬
長谷川（哲） 中根 寺西 関根 中村（雅） 砂本
田村 金子 ２０名

１２月２２日（土）
加賀美 青木 須賀田 高木 渡邉 東海林
澤田 福士 須崎（国） 榎本 谷村 木村（誠）
北田 尾高 伊藤（広） 木本 中臺 田中
福田 １９名

１２月２３日（日）
中村（信） 杉谷 坂巻 久下 小林（麻） 大塚
田口 佐川 中田 竹内 萩野谷 斎藤（浩）
緒方 片山 村山 松原 秋葉 小島

１８名

※雨天時は中止とし、その後も当番表通りの日程・メンバーでお願いします。
※防犯灯・記録帳は、次の回の□の方に引き継ぎをお願いします。
　 また、最終日の方は、坂まで返却願います。
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防犯パトロール道順

駅前広場　→　（Ａ班）　１丁目

　　　　　　　（Ｂ班）　２丁目

　　　　（不法投棄物・公園遊具の破損など確認願います）

防犯パトロール当番表（平３０年１２月）

日　時 当　番　表　（　Ｂ班　）

１２月１日（土）
関根 池澤 戸塚 吉田 本庄 栗原
伊藤（智） 高田 渡辺（崇） 坂

10名

１２月２日（日）
村松 川嵜 三瓶 本橋 山中 堀川
田邉 土屋 加藤 馬場 五月女

１１名

１２月８日（土）
齋藤（康） 柴山 中澤 中里 渡邉（健） 山崎
保科 林 白石 阿部

１０名

１２月９日（日）
横嶋 後藤 小守 廣瀬 板橋 金井
織戸 飯野 井上 中本 ｷｬﾝﾍﾞﾙｸﾘｽ 佐藤
下田

１３名

１２月１５日（土）
緒方 鈴木 三好 木村 岡本 高橋（慎）
松澤 長谷川 我妻 小池 木原 戸野塚

１２名

１２月１６日（日）
桐木原 澁谷 深澤 星 市川 小森谷
立野 薮下 早乙女 宇佐見 鈴木（智）

１１名

１２月２２日（土）
高橋（伸） 佐藤 西山 片岡 加地 大瀧
田村 那須 成尾 松原 山本

１１名

１２月２３日（日）
川合 山本 片山 山口 岸 富岡
齋藤（傑） 田中 劉 柏木 成田 二階堂
鈴木（洋）

１３名

※雨天時は中止とし、その後も当番表通りの日程・メンバーでお願いします。
※防犯灯・記録帳は、次の回の□の方に引き継ぎをお願いします。
　 また、最終日の方は、坂まで返却願います。
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