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新年のごあいさつ        下和泉住宅自治会会長 小林俊彦 

 新年明けましておめでとうございます。 

今年も皆様にとって良い年でありますよう、お祈り申し上げます。 

昨年は、大雨・台風・地震・大雪等々、自然災害が多発した年でした。 

幸いに当自治会では、大きな被害もなく幸いでしたが、防災に対する備えは 

日頃から心掛けておきましょう。また、秋には、突然の解散総選挙が実施され 

新しい体制が作られました。当自治会では、会員の皆様のご協力により、 

住宅祭をはじめ、各種行事が盛大に実施出来ましたことに対し、厚く御礼申し上げます。 

当自治会を取り巻く課題は多く、各協議会に積極的に参加し、早期実現に努力して行きます。 

特に、当自治会に隣接する深谷通信所の跡地利用については関心の高い問題であり、積極的に 

取り組んで行きます。何かご意見があれば、お聞かせ下さい。横浜市としては８月に「跡地 

利用基本計画（案）」を公表し、説明会や市民の意見募集が実施されました。多くの意見が 

寄せられ、現在その意見を検討中であり、来年３月には基本計画が決定される予定です。 

その後、基本計画に基づき、財務省と折衝の上、具体的な跡地利用が順次実施される予定です。 

尚、跡地利用が開始されるまでには、５年程先になると思われ、当面は暫定利用で生活道路を 

はじめ、少年野球場・中央広場が利用できます。今年も、生活道路の舗装・防犯灯の新設等が 

実施される予定です。高齢化率の高い当地区では、自治会活動はもとより、諸団体の活動に 

一人でも多くの方々が参加され、心豊かに、楽しく生活する事が何より大切です。 

今年も、諸団体と協力しつつ「住みよい街づくり」に邁進したいと思います。 

皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

消火器購入・詰め替え・廃棄及び消火器取扱い訓練 
防災防犯部 

11 月 2６日（日）事前に申し込まれた方および当日申込みされた方（３７戸）を対象に、 

消火器購入(２５本)・消火剤の詰め替え(６本)・廃棄(１２本)を行いました。同時に、第 5 分団 

第 2 班の団員の協力を得て消火器の取扱いと消火訓練を行いました。 

火災から命と財産を守るため、「消火器の点検を忘れず」万が一のため消火器 

の操作手順を学んでおきましょう。消火器の使用期限はおおむね５年です。 

使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があります。放置せず 

速やかに新しい消火器に取り替えてください。また、消火器の中の薬剤が 

固形化しないよう時々（１年に１回）振ってサラサラと音がしているか確認 

してみましょう。 
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平成３０年/３１年度選出委員が決まりました 
                                       総務部 

平成３０年度の下和泉住宅自治会役員の選出委員(奇数班は平成３０/3１年度担当)が下記の 

通り決まりました。偶数班は３０年度迄担当継続です。            （敬称略） 

奇 数 班 (改選) 担当年：30/31 年 偶 数 班 (継続) 担当年：29/30 年 

班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 

1 臼井 淑雄 3 下園 眞由美 2 原  隆子 4 川端 義史 

5 森岡 昌彦 7 田中 佑樹 6 細川 徳郎 8 飯野 亮子 

9 橋田 憲子 11 高澤 敏男 10 則武 邦宏 12 金本  博 

13 牧川 壽郎 15 杉田 三郎 14 田中 さち子 16 成田 繫雄 

17 干川 江梨子 19 東 健次 18 山田 久子 20 多賀 正俊 

21 辻井 明 23 小黒 和夫 22 水間 優 24 *高橋 千鶴子 

＊29 年度副委員長                         宜しくお願いします。 

 

祝  今年成人式を迎えられる皆様            

 福利厚生部 

今年成人式を迎えられる皆様おめでとうございます。当自治会では２８名の方々が成人式を 

迎えられます。１月８日（月・祝）の『成人の日』に、自治会からお祝いとして記念品を 

贈呈いたします。新成人の皆様には、社会の一員としての自覚を持ち、健やかで幸せな人生 

を歩まれますことを祈念いたします。 

成人式を迎えられる皆様（平成９年４月１日～平成１０年３月３１日生まれ）です。 

漏れていましたら班役員迄申し出てください。 

班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名  班 氏   名 

1 丸川 裕生 4 中里 梨菜 12 塩幡 遥 17 秋山 優夏 

2 篠崎 耕大 8 今井 大貴 12 伊勢野 和晃 20 鴇田 舞 

3 望月 綾夏 8 今井 光貴 12 藤崎 侑香 20 間川 千奈 

3 吉田 菜摘 10 平島 雅也 14 上岡 穂奈美 21 中西 颯 

4 勝俣 裕姫 10 関根 朋哉 16 谷口 瑳菜 22 千葉 翔子 

4 川端 風子 12 白川 誠之 16 山下 宗馬 24 菅原 成市 

4 堂前 秀人 12 菅原 遥夏 17 宮内 純菜 24 表 なつき 

 

＊新成人が産声をあげた１９９7 年～１９９8 年は平成不況のはじまりの時代でした。 

    この年には消費税が３％→５％に引き上げられ、個人消費の落ち込みが騒がれました。 

３月に秋田新幹線盛岡駅～秋田駅間が、１０月に長野新幹線高崎駅～長野駅間が開業 

しました。１１月にサッカー日本代表がＷ杯初出場を決め、１２月に東京湾アクアラインが 

開通しました。 

映画「もののけ姫」が興行収入１９３億円を記録し当時の日本映画の興行記録を塗り替え 

ました。 

流行語大賞は「失楽園（する）」でした。その他「たまごっち」が大流行しました。 

歌手の 安室奈美恵がシングル『CAN YOU CELEBRATE?』発売。初週売上は 82.8 万枚と 

当時の女性アーティストとしてはオリコン歴代最高記録を樹立。この年の最大ヒット曲、 

また総売上枚数 229.6 万枚と自身の歴代最高ヒット曲を売り上げた年です。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%A4%E5%A5%88%E7%BE%8E%E6%81%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/CAN_YOU_CELEBRATE%3F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3
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  第 3４回 囲碁・将棋・麻雀大会 開催のお知らせ    

文化体育部 

自治会の皆様、あけましておめでとうございます。 

本年も恒例の「囲碁・将棋・麻雀大会」を下記の通り開催致します。 

日頃、住宅のみなさんの親睦の場として各グループにより自主活動を行っていますが、 

 グループ外の方もぜひ参加して大会の雰囲気を味わってください。 
   

記 
日  時：平成 30 年２月４日（日）      

午前 9:00 ～ 午後 2:00 

会  場：下和泉住宅自治会館 

麻雀……第１会議室 

囲碁……第２会議室 

将棋……第３会議室 

対局方法： 囲碁……Ａ・Ｂクラス別トーナメント方式 

      将棋……リーグ戦  麻雀……順位戦（半荘３回） 

申込方法：自治会館に備え付けの「申込用紙」に必要事項を記入してください。 

        （注・電話での受付けはいたしません） 

募集期間：平成３０年１月６日（土）～１月１6 日（火） 

募集人数：囲碁：２０名  将棋：１０名  麻雀： ２４名 

 

   保健環境部からのお知らせ            保健環境部 

 

１）12 月 5 日(火)家庭ゴミの早朝啓発が行われました。 

  市循環局と環境推進委員の方々と共に、当自治会内のゴミ収集場所を何か所か廻りました。 

  概ね分別されていましたが中には紙類やプラごみの多く混じったものもあり、より分別の 

  必要があると感じました。皆様のご協力をお願いします。 

２）12 月 10 日(日)ハマロード・サポート参加あと引き続き花壇の手入れと神明公園内の 

清掃を７名の参加者で行いました。落ち葉や枯れ枝が集められさっぱりとしました。 

ご協力下さった皆様、ありがとうございました。 

  １月の「ハマロード・サポーター」は中止です。 

「花壇の日」は 1 月 14 日(日)10：00～11：00 に花がら摘みと草取りを予定しています。 

来年の「花壇の日」もよろしくお願い致します。 

 

    「どんど焼き」のお知らせ                富士見が丘連合自治会 

 毎年恒例の「どんど焼き」が、下記のように行われます。正月飾りは燃やせるもののみを 

受け付けますので役員に手渡してください。 

日 時：平成３０年１月１４日(日) 10：00～1３：00 (小雨決行) 

場 所：「いずみ桜広場」 詳しい内容は、回覧をご覧ください。  

模擬店：有料（甘酒、各種飲料、豚汁、串だんご）、無料（祝い酒） 

 

 平成３０年「新春マラソン＆ウオーキング大会」のお知らせ 
    富士見が丘連合自治会 

富士見が丘連合自治会主催の「新春マラソン＆ウォーキング大会」が行われます。 

 下記の日程にて実施しますので多数ご参加ください。「豚汁・焼きそば」もあります。 

 １）開 催 日 時 平成３０年１月２８日(日) 9：30 ～13：00 (小雨決行) 

 ２）会 場 県立境川遊水地公園～ 下飯田遊水地 

 ３）参加者受付 9：00 ～9：30 詳しい内容は、回覧をご覧ください。 
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自治会館からのお知らせ        会館運営委員会 
１．平成３０年度 事務員募集 

自治会館の業務を行う事務員を募集します。ボランティアですが、ご協力 

頂ける方の応募をお待ちしています。 申込期限：１月２０日（土） 

連絡先：前原（801-１９８２）までお願いします。 

２．平成３０年度各種委員会の優先利用申請について 

    自治会の行事等に協力をいただいている「各種委員会」は、下記条件を満たし 

申請した場合は優先利用制度があります。 

      優先条件：①自治会が指定している「各種委員会」 

②２０名以上の会議・行事であること 

③年間計画が決まっていること 

    平成３０年度（３０年４月～３１年３月）申請方法 

指定の申請用紙（事務所にあります）に記載し、１月２０日（土）迄に事務員に 

提出してください。 

なお、自治会会議・行事等が第一優先となっていますので、提出いただいた内容を 

検討し、可否は後日連絡します。 

 

赤い羽根共同募金               自治会会計 
 

皆様のご協力に感謝いたします。 
 

募金総額 ２２０,５５０円  協力世帯５０７世帯 
 

 
 

シルバーサロン ❀❀❀ さくら 
 

 １月１５日（月） １３時～１５時 抹茶・かるた 

 

新年を寿ぎ抹茶を頂いた後は、カルタ遊びで楽しく新年を祝いましょう。 

会場は自治会館です。  参加費：１００円  今月は１回です 

   詳細は、下記連絡先へお尋ねください。 

           連絡先  ８班 細谷（803-9425）  

１８班 横内（803-1142） 

 

 

お知らせ               
＜転 出＞ 

     ３班 和久井 武        １２月 ６日 届出 

１０班 高橋 清一        １２月 ６日 届出   

      １０班 櫻井 敏治        １２月 ７日 届出 

     ＜変 更＞ 

       ９班 稲本 選一        １１月２３日 届出  

       （２１班に転居） 

 

＜逝  去＞  ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます 

        ９班 加藤 友治 （享年８７歳）１０月２９日 逝去 
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公　　　告
     役員選出委員会

             下和泉住宅自治会規約第10条に基づき,下記の役員の選出を行います。

1 . 会　　　長　　　 1　名

2 . 副　会　長　　　 4　名

3 . 会　　　計　　　 1　名

4 . 監　　　事　　　 2　名

5 . 奇数班役員　各班 1　名

6 . 女性部代表　　    1　名(女性部代表は女性部部員の互選により選出)

           推薦立候補受付期限：平成30年1月21日(日)

           推薦立候補届提出先：下和泉住宅自治会館　役員選出委員会受付

            届　　　出　　　書 ： 各班役員から受け取ってください。

平成30年1月8日(月・祝)

役員選出委員会　　委員長　　高橋　千鶴子

　班 会 議 日 程 表

当自治会の（第56回定期総会）が来る4月15日（日）に自治会館において開催されます。

これに先立ち、30年度の新役員の候補者が決められたり、班会議が順次行われ、総会に

向けての準備が進められています。会員の皆様のご協力をお願いいたします。

班会議の日程を掲載いたしましたので、ご自分の班の日時をよくご確認の上、万障お繰り

合わせの上ご出席くださるようお願いいたします。

          15  班

          14  班

            3  班

          18  班

          20  班
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          13  班
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          19  班
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          17  班
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          10  班13：00～15：20

15：30～18：00
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            6  班
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          16  班

            5  班

日　　　　程 時　　　　間 第一会議室 第二会議室

2月17日（土）
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横浜市泉消防署より
自衛防災隊に感謝状授与される　　下和泉住宅自治会

感謝状 自衛防災隊

「あなたは平素から、地域防災の向上に寄与されその功績はまことに顕著であります。

よってここに深く感謝の意を表します。」

横浜市泉消防署の平成30年出初式典において感謝状

が授与されました。自衛防災隊は、平成13年4月発足し　　

地域住民の安全・安心のために下和泉住宅自治会・

下和泉小学校地域防災拠点との連携を図り年3回行

われる拠点防災訓練を通じて様々な防災知識を

習得し、自衛防災隊の防災力強化活動が評価されました。

第34回 囲碁・将棋・麻雀大会開催
文化体育部

自治会の皆様、本年も恒例の「囲碁・将棋・麻雀大会」を、下記の通り開催いたします。

日頃、住宅の皆さんの親睦の場として各グループにより自主活動を行っていますが

グループ外の方も是非参加して大会の雰囲気を味わってみてください。尚、参加費は

無料で昼食と商品を用意しております。

日 時 ； 平成30年2月4日(日)

開 始 ； 午前9時00 集合 ～ 午後2時00分

場 所 ； 下和泉住宅自治会館 麻雀 : 第１会議室

囲碁 : 第2会議室

将棋 : 第3会議室

対局方法 : 囲碁‥‥A・Bクラス別 トーナメント方式

将棋‥‥リーグ戦 麻雀‥‥順位戦(半荘3回)

★ 申込 は平成30年1月中に終了となりました。

「 どんど焼き」が行われました 富士見ヶ丘連合自治会

平成30年1月14日（日） 10:00～13:00 「いずみ桜広場」にて大々的に「どんど焼き」 が行わ

れました。当日は、天候にも恵まれ、全体的には802名の参加があり、当自治会からは、

202 名の皆様のご参加を いただきました。「しめ縄」「しめ飾り」「松飾り」「書初め」などの

正月飾りを燃やし、 その火であぶったくし団子をほおばり、今年１年の無病息災を祈りま

した。 模擬店には、行列ができるほど盛況で、豚汁など早々に売り切れました。
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「交通安全及び防犯」講習会
交通部・防災防犯部

　自治会員の皆様には「安全安心なまちづくり」の為にいつもご協力いただき誠にありがとう　

ございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。

　本年も「交通安全及び防犯」をテーマとした講習会の開催を自治会の交通部と防災防犯部

合同で計画致しましたので是非ご参加ください。

開催日時 : 平成30年2月10日(土)　　　午後2時00分～3時30分まで

場所 : 下和泉住宅自治会館

講師 : 泉警察署の生活安全課と泉区役所の地域振興課にお願い

講習内容 : (1) 泉区内の犯罪発生状況および交通事情　(2)ビデオ放映(交通安全および防犯)

　    (3)自主防災パトロールに要望する事項など

富士見が丘連合自治会新年会が

開催されました 富士見が丘連合自治会

平成30年1月20日（土）Γ連合新年会」が行われました。 今回は富士塚自治会が当番

でした。当自治会の会長・泉区長・泉警察署長・ 泉消防署長・各小学校校長・さらに

各種団体の来賓をお招きして開催されました。下和泉住宅自治会からの参加者は

21名の参加となり、各自治会・町内会との親睦を深めました。

下和泉住宅新年祝賀会が

開催されました 下和泉住宅実行委員会

平成30年1月21日（日）当自治会館で、下和泉住宅新年祝賀会が行われました

これからの下和泉住宅は近くに道路が出来たり何かと大変な時代になります。

シルバー世代を中心に47名の方が、会費を持ち寄り、親睦を深めました。

活力ある皆様の声を今年度以降の開催へ反映させて行きたいと思います。

【ひばり会】開催されました
下和泉住宅ひばり会

平成30年1月27日(土) 10 時00分～12 時00分 下和泉住宅自治会館にて、「あなたに

とっての健康法は」というテーマで健康法に詳しいアドバイザーで、理学療法士、

小田眞知子氏をお招きして行いました。



　　　　　主催 : 富士見が丘連合自治会　　　　　　　　   　協賛 : 地区スポーツ推進委員協議会

　　　泉区役所、県立境川遊水地公園

平成30年1月28日(日)富士見が丘連合自治会主催の「新春マラソン

&ウオーキング大会」がありました。今年度の参加された方、また

予定を組みながら参加出来なかった方は、来年度是非皆様のご参加を

お待ち致しております。

お知らせ　（敬称略）

＜入会＞     2 班　黒澤　　崇　　　　　12月26日　届出

＜転出＞   １6班　鈴木　　学　　　　　12月２5日  届出

＜逝去＞　ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　 7班　黒崎　謙司　　　　　１２月　9日　     逝去 　     （享年93歳）

  18班   豊田　ちよ　　 　　  1 2 月18日　　  逝去  　     （享年95歳）

  19班　原野　久夫　　　　　１２月 12日　     逝去      　（享年88歳）

  21班　鈴木　信義　　　　　　 1月   9日　     逝去      　（享年78歳)

平成30年「新春マラソン＆ウオーキング大会」
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シルバーサロン さくら

2月 5日（月） 13時～15時
お汁粉を飲みながら手品をどうぞ

2月21日（水） 13時～15時
タオルで仔犬作り (小タオル持参)

会場は自治会館 参加費：１００円

連絡先 18班 横 内 803-1142

8班 細 谷 803-9425
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ハマロード・サポーター・

花壇のお手入れ 保健環境部

1/14日(日)の(花壇の日)の参加は5名でした。寒い風の中で花柄摘みにご協力下さった

方に感謝します。花も寒さの中で充分咲けずにいるようです。春が待たれます。終わりに

温かいお茶を戴いて散会をしました。

★ ２月11日（日）ハマロード 9：00～10：00  「花壇の日」 10 : 00～11 : 00

花の手入れを予定しています。

自治会館からのお知らせ 会館運営委員会

※ 定期利用（４．５．６月度）申し込みについて

（1）申込書配布 ・ 受付 : 2月 1日 (木) ～ 20日（火）

（2）重 複 調 整 : 2月 24日（水） 9時00分 集合

（重複団体へは事前に連絡します）

（3）確 定 （支払） 日 : 3月 4日（日） 9時00分 集合
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第６１６号                            平成３０年（２０１８）３月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す                          ３月号 

下和泉住宅 

 自治会ニュース  
                                                                 発行：自治会ニュース部 
 

                    公 示                      役員選出委員会 

 下和泉住宅自治会規約第１１条に基づき、役員の選出を行った結果、役員候補が決定しました 

   ので公示します。 

 

 １．会長        6 班 小林 俊彦 

 ２．副会長       1 班 前原 康博     5 班 髙田 孝   

              8 班 佐藤 政則    18 班 横内 菊代 

 ３．会計          22班 南野 香代子 

 ４．監事         7班 石室 和信    15班 髙尾 勲 

 ５．新班役員    1班 青嶋 久美子    3班 高部 久子         5班 和田 安男  

                    7班 鶴田 文吾         9班 大西 美智子   11班 薮 恵美子 

                   13班 難波 眞津子   15班 川村 あや子     17班 三宅 寿江子  

                 19班 東 健次      21班 大野 康彦       23班 松田 隆 

 ６．女性部代表  23班 小黒 郁子 
 

 

         平成３０年度の女性部のみなさまです                                                  

 班名      氏    名  備 考  班名         氏    名  備  考 

  １    丸川   高子   １３    田中   久子 会計監査 

  ２    左近田  初美   １４    上條   恵美  

  ３    葛西   恵  会 計  １５    梅澤   末子  

  ４    小熊   佳代子   １６    高橋   久美子  

  ５    間宮   勝代   １７    六田   由希美  

  ６    吉田   京子   １８    田所   悦子  

  ７    本山   聡美  副部長  １９    木村   美乃  

  ８    林    かね子   ２０    八木   薫   庶  務 

  ９    平山   小百合   ２１    古屋   哲子  

 １０    清水   美知代   ２２    役川   美子  

 １１    山本   友美  副部長  ２３    小黒   郁子   部  長 

 １２    村松   京子   ２４    幸澤   玲子      庶  務 

 ＜６５歳以上の一人暮らしの方々のお食事会＞を年２回、自治会・富士見が丘連合の行事等で 

  活躍予定ですので宜しくお願い致します。 

 
 

                                                                                 1 



 

 新春マラソン＆ウォーキング大会が開催されました 
                                                         主催：  富士見が丘連合自治会                         

                                                                                                    協賛：地区スポーツ推進委員協議会 

                                                   泉区役所、県立境川遊水地公園 
 

 

 １月２８日（日）に県立境川遊水地公園にて、寒空にも負けず３３２名が参加し、日頃の練習の成果 

を発揮しました。当自治会からの参加は９３名で自治会内の表彰者は下記の通りです。女性部から 

とん汁・焼きそばが提供され、競技後おいしく頂きました。参加された皆様、お疲れさまでした。 

 

① 小学生低学年の部（0.8㎞）男子 優勝：（該当なし）    二位：田中 椋大   三位：小林 幹太 

② 小学生低学年の部（0.8㎞）女子 優勝：新井山 千尋  二位：鈴木 莉南 

③ 小学生高学年の部（1.1㎞）女子 優勝：阿部 夏芽    二位：（該当なし） 

④ 一般の部（1.1㎞） 男子      優勝：新井山 大樹   二位：（該当なし）  三位：新井山 優樹 

⑤ 壮年の部（1.1㎞） 男子       優勝：（該当なし）   二位：竹内 俊雄 

⑥ 一般の部（3.0㎞） 男子      優勝：新井山 大樹  二位：（該当なし）  三位:古賀 辰巳  

                                           ※該当なしは他所属の参加者 

 
 

 「交通安全及び防犯」講習会が開催されました 
                                                交通部・防災防犯部 

  「犯罪のない安全・安心なまちづくり」を目指して、２月１０日（土）に自治会館において交通 

 安全及び防犯講習会が開催されました。泉区役所地域振興課と泉警察署生活安全課の職員 

 の方々をお招きしお話を聞きました。自主パトロール隊員及び役員合わせて３７名が参加し、 

 防犯の心得などへの理解を深めました。 

    講演内容・・・●泉区の治安情勢と地域防犯活動 

             ●ビデオ放映（振り込め詐欺防止／交通事故防止について） 

             ●高齢運転者対策について 

             ●自転車運転のルールやマナーについて 等 
                                               

 

 

                                     ２ 



 

 

 

 第３４回 囲碁・将棋・麻雀大会が開催されました 
                                                     文化体育部 

 本年も恒例の囲碁・将棋・麻雀大会が平成３０年２月４日（日）自治会館に 

 於いて開催されました。参加者は小学生から中高年の方々総勢４１名で、 

  各種目に分かれて対戦が行われました。 

 

 対戦結果 

 １） 囲碁の部   Ａブロック  

                               優勝：高尾 勲              準優勝：田口 彦明     三位：吉木 博 

            Ｂブロック                  

               優 勝：神崎 卓郎        準優勝：大橋 治       三位：遠藤 信 
 

 ２） 将棋の部      優勝：大橋 勇治      準優勝：今藤 学        三位：三宅 周治 
 

 ３） 麻雀の部      優勝：市田 秋子       準優勝：小松澤 弘安     三位：橋田 憲子 

             飛び賞 七位：田中 利二           十  位 ：鵜野 篤志        Ｂ Ｂ：飯田 律子 

 

 

 囲碁の部Ｂブロック優勝の神崎卓郎少年は、昨年に引き続き連勝でした。 

 将棋界では、中学生の藤井聡太 六段が活躍しており、次回の大会には 

 小学生・中学生の一層の参加も期待しております。 

 （今回、小学生の出口智祥君も参加されました） 
 

 
 

  ハマロードサポーター・花壇のお手入れ           保健環境部    
 

  ２月のハマロードは、６名で草取りやゴミ拾いをしました。その後 

 ９名で花壇の花柄を摘み、周りの枯れ草等を刈り取りました。２月 

  中旬にしては珍しい春を思わせるような陽気の中で手入れができ 

  すっきりした公園になりました。ご協力ありがとうございました。 

                                                   

  ３月１１日（日）  ハマロード  ９：００～１０：００ 

             花壇の日  １０：００～１１：００  
 

 

 

 
 

                        ３ 



  

 

 

 

 吊るし雛アート開催中です 
 

 

   天王森泉館において毎年恒例の吊るし雛アートの 

 展示が現在開催中です。天井から様々な縁起物を 

 吊るして飾る「吊るし雛」。  毎年増え続けている 

 という雛飾りの数はまさに圧巻です。 

   ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

 期 間： ２月１０日(土)～３月７日(水) 

 時 間： ９：３０～１６：３０ 

      ※休館日 2/13(火),2/27(火) 

 場 所： 天王森泉公園・泉館  

 
 

 

              シルバーサロン さくら  
 

      ３月５日（月） １２時～１５時 

          ひな祭り食事会・キーボード演奏        会場：自治会館 

       ３月２１日（水） １３時～１５時             参加費：１００円 

          お喋り喫茶・甘酒を頂きながら 

 
                        問い合わせ １８班 横内 ８０３－１１４２ 
                                                ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

 

 
 お知らせ   （敬称略） 
  〈出生〉   ７班  田中 虎ノ輔ちゃん         １月２９日 届出 

 

   〈休会〉   １３班  藤原 修               ２月１８日 届出 

 

 

 
 

  〈逝去〉  ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

         １班  千田 重雄       １１月３０日  逝去         （享年９２歳） 
 

         １班  千田 千代子        ２月 ３日  逝去         （享年９３歳） 
 

 

 

 
 

                                     ４ 
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第６１７号                    平成３０（２０１８）年４月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す 

下 和 泉 住 宅                           ４月号 

発 

 

 

                                  

発行：自治会ニュース部             

第５６回下和泉住宅自治会定期総会が開催されます 
総会に向けて 2 月後半の土曜、日曜の 4 日間（１７.・１８・２４.・２５日）をかけて 

『班会議』が行われ、総会の議案書（案）に基づいて審議が行われました。 

班会議で会員から出された意見や要望などを、三役会で慎重に検討し、3 月度役員会に 

おいて承認を行い、総会に向けての議案書に盛り込まれました。 

 各班の代表出席者も決まり、下記の通り今年度の総会が開催されます。 
 

    日 時  平成３０年４月１５日（日） 午前１０時～１２時 

    会 場  下和泉住宅自治会館  会議室 

     議 題 1 : 平成 2９年度事業／決算／資産 報告 

        2 : 平成 2９年度事業活動／資産／会計 監査報告 

        3 : 平成３０年度事業計画(案)/予算(案) 審議 

        ４: 新役員（会長、副会長、会計、監事、奇数班、女性部代表）承認 

        ５: その他 

 
 

 

    

子供神輿も華やかに     浴衣も艶やか盆踊り風景    将来を託す子供達の山車 

 

                 

 

 

 

 
威勢よく気合を入れてソイヤッ！！                 流しそうめんに夢中の夏休み 

 

                   

 

 

 

 
車イスを使用した避難訓練     案山子コンテスト        只今放水訓練中です 
 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２９年点描 
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平成３０年度 自衛防災隊の皆様です 
 

災害時を想定して、避難経路や避難方法を検討し、避難生活用具の 

使用方法を習得し、地域防災拠点(下和泉小学校)での避難生活に備え 

たり、防災知識を身に付け、地域の防災意識の向上に貢献していただき 

ます。                                                          （敬称略） 

班    お名前 班   お名前 班   お名前 班   お名前 

 1   大島 英載  7 名生 文雄 13  村上 耕一 19  志村 美奈 

 2  寺田 和仁  8  阿部 達也 14  橋本 雅生 20 小内 一明 

 3 竹内 俊雄  9  廣瀬 隆 15  大倉 卓郎 21  今野 光春 

 4  芳山 俊男 10  水越 利春 16  高瀬 康弘 22  仲  正史 

 5  永井 利勝 11  伊藤 春雄 17  山方 花子 23  高橋 一行 

 6  小松澤弘安 12  菅原 功 18  目黒 幸子 24  広瀬 秀美 

 

     ２９年度班会議参加状況                   総務部             

全体の参加状況は 28.8％（268/932）で 28年度参加率 24.9％に比べ約 16％上がりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 「あるけ・あるけ大会」開催のお知らせ            福利厚生部 
 

     新緑が眩しい自然の中、家族・友達と少しだけ歴史に触れ楽しい一日を過ごしませんか。 

   昨年と同様２コースご用意しました。皆さんお誘いあわせてご参加下さい。 

  実施日：５月２０日（日）９：００～１４：００（雨天中止） 

  当日受付：８：３０～９：００（例年通りお弁当が出ます） 

  集合場所：自治会館 

  受付締切り：５月６日（日） 

  行程：①長いコース 自治会館→草木橋→いずみ中央駅前公園（トイレ）→中之宮左馬神社 

      （８km）  →宝心寺→ゆめが丘駅（トイレ）→下飯田左馬神社→富士塚城跡 

            →南小コミュニティ資料館・食事・校庭・ゲーム→自治会館・解散 

     ②短いコース 自治会館→草木橋→中之宮左馬神社→宝心寺→ゆめが丘駅（トイレ） 

      （４km）  →南小コミュニティ資料館・食事・校庭・ゲーム→自治会館・解散 

    

  詳細は回覧をご覧いただき、申込み下さい。 
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   社会福祉功労者として表彰されました。 
①  団体の部――下和泉自治会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

②  個人の部（福祉団体活動５年以上の功績顕著な個人） 

 富士見が丘福祉の会   ――鷹取 康雄氏（１７班） 

特定非営利活動法人あやめ会――高橋 啓二氏（４班）、青木 緑さん（２０班） 

   下和泉住宅 ひばり会   ――中田 勇氏 （１５班） 

当自治会が頂きました感謝状は、日頃会員の皆様が社会福祉活動に関心を示して頂いて 

積極的に参加をして頂いた賜物と感謝致して居ります。今後益々ご活躍をお願いします。 

 

 

保健環境部からのお知らせ 
保健環境部 

3月 11日（日）9：00～ のハマロード・サポーターに引き続き花壇の手入れを行いました。 

花柄摘みおよび紫陽花の枝切りなど、９名の方が参加して下さいました。 

指導を受けながらの紫陽花の枝切り、梅雨の頃には見事な花を咲かせてくれると思います。 

楽しみにしています。 

次回は４月８日（日）ハマロード・サポーター 9：00～10：00 を行った後、「花壇の日」 

10：00～11：00 を行います。皆様の参加をお待ちしております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

会計からのお願い               自治会会計 

 

自治会員の皆様には、いつもご協力をいただきましてありがとうございます。 

５月に班長さんが、自治会費３ヶ月分の集金にお伺いいたしますが、班長さんの負担軽減の 

方法として、自治会費の６ヶ月払い、１年払いも可能ですので、ご協力のほど宜しくお願い 

いたします。 

 



 ４ 

自治会館からのお知らせ 
運営委員会 

    平成３０年度 運営委員が決まりました 

  下記の委員が３０年４月１日から３１年３月３１日まで運営にあたります。 

委 員 長 小林自治会長 副 委 員 長 富岡総務部長 

事務局長（館長） 前原 康博 事務局次長 佐藤 政則 

事務局員（会計） 尾崎 直子 事務局員 高橋 千鶴子 

事務局員 大野 洋子 事務局員 橋田 憲子 

 

 

 

         さくら 
４月 ２日（月）    1３時～1５時 

沖縄三線の演奏を聴きながら懐かしい歌をご一緒に楽しみましょう。 

 

４月１８日（水）   13 時～15 時  おしゃべり喫茶 

お喋り喫茶・体操 暖かくなりました。さあ体を動かしましょう 

どなたでも気楽にご参加ください。お待ちしております。 

 ※手ぬぐい（タオル可）をご持参ください。 

会場は自治会館です。  参加費：１００円 

          連絡先    ８班：細谷（803-9425） 

１８班：横内（803-1142）    

                     
 

 

お知らせ （敬称略） 

 
＜入会＞  ７班 山川 秀保        ２月２５日  届出 

       

＜退会＞  ５班 熊谷 潤一        ３月１２日  届出 

 

＜転出＞ ２０班 出村 澄子        ２月２５日  届出 

   

 

  ＜逝去＞ ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

１４班 片寄 實         ２月２７日  逝去（享年８７歳） 

 

 

編集後記 
   今年度も自治会ニュース発行に当りまして、各方面からのご意見、ご要望初め 

厳しいご指摘を賜りまして誠にありがとうございました。 

櫻井、池田は本号をもって役目は終わりますが、次年度以降も読者であります。 

    会員皆様のご意見を多く寄せて頂き、５月号からは新役員の高部久子（３班）、 

鶴田文吾（７班）が加わり紙面も新たに、会報品質の向上に努めて参る所存です。 

 

櫻井晃治(１９班)、池田光枝(１１班)、武智利幸(４班)、河原由美(１０班) 
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第６１８号                      平成３０（２０１８）年５月１日 
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下 和 泉 住 宅  
 

 
 
                        

                                                                       

発行:自治会ニュース部  
       

第５６回下和泉住宅自治会定期総会が開催されました 

総務部 

４月１５日(日)午前１０時より自治会館において 

第５６回下和泉住宅自治会定期総会が、役員・新役員 

各種委員・班代表を合わせて８６名の出席のもと開催 

されました。定期総会では、平成２９年度事業報告／ 

決算報告、同３０年度事業計画（案）／予算（案）に 

ついて審議され、承認されました。承認された事業計画 

予算に基づき、今年度の自治会活動を進めて行きたいと 

思っておりますので、会員の皆様のご協力をよろしく 

お願いいたします。 

 

◎今年度の自治会役員の方々です。            （＊は新役員） 

班 役 職    名  前  班  役 職       名  前  

６ 会 長 小林 俊彦 ＊ １４ 班役員 菅原 末司（文体・総務）  

５ 副会長 高田 孝 ＊ １５ 班役員 川村あや子（保健・文体） ＊ 

８ 副会長 佐藤 政則 ＊ １６ 班役員 富岡 直克（総務・保健）  

１８ 副会長 横内 菊代 ＊ １７ 班役員 三宅寿江子（総務・福利） ＊ 

１ 副会長 前原 康博 ＊ １８ 班役員 青森 信夫（交通・防災）  

２２ 会 計 南野 香代子 ＊ １９ 班役員 東 健次 （防災・文体） ＊ 

１ 班役員 青嶋久美子（広報・保健） ＊ ２０ 班役員 星 文彦 （福利・広報）  

２ 班役員 手塚 静子（防災・文体）  ２１ 班役員 大野 康彦（文体・総務） ＊ 

３ 班役員 高部 久子（ニュ・交通） ＊ ２２ 班役員 小林 俊夫（防災・福利）  

４ 班役員 武智 利幸（ニュ・総務）  ２３ 班役員 松田 隆 （福利・保健） ＊ 

５ 班役員 和田 安男（交通・防災） ＊ ２４ 班役員 堂免 明男（交通・文体）  

６ 班役員 小川 洋子（保健・総務）  １０ 女性部代表 小黒 郁子（３０年度） ＊ 

７ 班役員 鶴田 文吾（総務・ニュ） ＊ １ 監 事 髙尾 勳 ＊ 

８ 班役員 嶋倉雄一郎（交通・保健）  ７ 監 事 石室 和信 ＊ 

９ 班役員 大西美智子（広報・文体） ＊ １ 役員選出委員 委員長  高橋千鶴子   ＊ 

１０ 班役員 河原 由美（広報・ニュ）  ２４ 役員選出委員 副委員長 森岡 昌彦     ＊ 

１１ 班役員 藪 恵美子（福利・総務） ＊         

１２ 班役員 内海 和子（文体・福利）                  

１３ 班役員 難波眞津子（交通・防災） ＊         

 総務部→総務 広報部→広報 ニュース部→ニュ 文化体育部→文体 交通部→交通  

保健環境部→保健 防災防犯部→防災 福利厚生部→福利   

 

 

 

 



   ２ 

会計からのお願い 

自治会・会計 

５月は日本赤十字社社資募集の月です 

会員の皆様のご協力お願いいたします。 

 

   自治会員の皆様にはいつもご協力を頂きましてありがとうございます。 

 ５月に班長さんが自治会費３ケ月分の集金にお伺いいたします。班長さんの負担軽減の 

為にも、自治会費の６ヶ月、一年払いも可能ですのでご協力お願いいたします。 

 また５月は、日赤社資募金の月です。皆様の募金のご協力をお願いいたします。 

 

「あるけ・あるけ大会」開催のお知らせ 
                                    福利厚生部 

  新緑が眩しい自然の中、家族・友達と少しだけ歴史に触れ楽しい一日を過ごしませんか？ 

   今年は２コースをご用意しました。みなさんお誘い合わせてご参加ください。 

 

  実施日：５月２0 日（日）９：００～１４：００まで（予定）雨天中止     

  受 付：８時３０分から９時まで（例年通りお弁当が出ます） 

 集 合：自治会館 

  行 程： 

① 長いコース：自治会館→草木橋→いずみ中央駅前公園（トイレ）→中之宮左馬神社→ 

（約 7.5ｋｍ）宝心寺→ゆめが丘駅（トイレ）→ 南小コミュニティ資料室見学・食事 

校庭・ゲーム→自治会館・解散 

        

② 短いコース：自治会館→草木橋→宝心寺→ゆめが丘駅（トイレ）→ 

 （約４ｋｍ） 南小コミュニティ資料室見学・食事・校庭・ゲーム→自治会館・解散 

          

詳細は回覧板をご覧ください。なお、申し込み締め切りは５月 6 日（日）です。 

 

 

「第八回 下和泉住宅 神明公園五月祭り」 開催のお知らせ 

                 

                  五月祭り実行委員会 

 

日   時：5 月 1３日（日） 午前 10 時から 13 時まで（小雨決行） 

場   所：下和泉住宅神明公園内 

 協 賛 団 体：神明社保存会・和泉双葉会・和泉第二双葉会・青少年指導員 

スポーツ推進委員・あすなろ子供会・保健活動推進員 

防災防犯部 ほか 

催   物：むかし遊び・健康チェック・防災ベンチでの炊出し（豚汁） 

（希望者全員＜血圧測定＞） 

                お   店：お餅・焼き鳥・焼きそば・たこ焼き・各種飲み物・ジュース類 

               じゃがバター・ボーリング・玉こんにゃく・おやき ほか 

  



   ３ 

 

保健環境部 
 

４月８日(日) ハマロードサポーター＆花壇の日 

ハマロードサポーターは１２名の参加がありました。 

引き続き花壇の花柄摘みや気になる雑草を抜いて、１時間 

程度の作業を終えました。春の暖かな日差しを受けて花々 

も今を盛りと咲いています。皆さんも健康のため 

花壇の日には参加されてはいかがですか？ 

 ５月のハマロードサポーター＆花壇の日は五月祭りと重なり 

  ますのでお休みとなります。尚、子供の遊び場のスベリ台を 

補修してもらいました。怪我のないように楽しく遊んで下さい。 

 

                                                

 

女性部 

寒暖差の影響で、皆様体調を崩されていませんか？ 

女性部では平成３０年度・第１回お食事会を下記の日程で 

開催いたします。食事後は催しもございます。 

春の一日を楽しく過ごしませんか♪ 皆様ふるってご参加ください。 

お待ちしております。 

 

 日  時：５月１９日（土）１２時より            ＜お申込み連絡先＞ 

 場  所：自治会館                １～８班 南 委員（８０３－９４６０） 

 参 加 費：無 料              ９～１６班 北原委員（８０４－１３４４） 

 申込〆切：５月７日（月）        １７～２４班 横内委員（８０３－１１４２） 

 

富士見が丘連合自治会総会からのお知らせ 

                        下和泉住宅自治会 

 日頃より、自治会及び連合会活動にご協力頂き、有難うございます。 

  平成３０年の「連合会総会」が、４月３０日（月・祝）みなみコミュニティーハウスにて 

開催されましたのでご報告致します。 

 

 自治会館からのお知らせ 

会館運営委員会 
１．定期利用（7、 8、 9 月度）申し込みについて 

  ①申 込 書 配 布 ：5 月 1 日（火）～20 日（日） 

  ②重 複 調 整 ：5 月２６日（土）9：００集合 

     （重複団体へは事前に連絡します。） 

③ 確 定 （支 払 ）：6 月３日（日）9：００集合 

 
 



   ４ 

 

   

シルバーサロン さくら 
５月７日（月）  １３時～１５時 

フラダンスして楽しいひと時を過ごしましょう。 

 

５月１６日（水） １３時～１５時 ＜おしゃべり喫茶＞                

愉快なおしゃべりしたり、トランプ遊びをしながら 

脳トレをしませんか！！ タオル・手ぬぐいを持参ください 

                                会場は自治会館です  

参加費：１００円   連絡先  ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

                                       １８班 横内 ８０３－１１４２ 

 

 

 

お知らせ（敬称略） 

 ＜入会＞  １７班   山田 大祐     ４月１０日 届出 

 

＜休会＞  １８班   小田桐 徹     ３月２０日 届出 

      ２２班   田井 聖子     ４月１５日 届出 

 

＜退会＞   １班   井駒 一雄     ４月１４日 届出 

       ５班   鈴木 弘夫     ４月１４日 届出 

       ８班   古賀 辰巳     ３月３０日 届出 

      １１班   佐々木直人     ４月２０日 届出 

 

  ＜逝去＞   ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

         ８班   鈴木 初榮     ４月 ３日 逝去 （享年８６歳） 

１８班   鈴木 セキ     ２月１４日 逝去 （享年８４歳） 

２４班   山川 政尚     ３月２９日 逝去 （享年７８歳） 

 

 

 

ニュース部より訂正をお願い致します 

４月号では以下の方の記載に誤りがありました。心よりお詫び申し上げます。 

平成３０年度 下和泉住宅自衛防災隊の１３班「水野健児」様が正解の所、「村上耕一」様と 

誤記載しました。 

 

社会福祉功労者表彰の個人の部において２３班「高橋啓治」様が正解の所、「高橋啓二」様と 

誤記載しました。 

                                         

 

 

以上 



 

第６１９号                  平成３０（２０１８）年６月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す                         ６月号 

下和泉住宅  

  

   

 

                                                                                      

 

                                                                            発行：自治会ニュース部 

平成３０年度 各種委員名簿 
 下記のとおり今年度の代表が決まりましたので報告いたします                                   
                                  総 務 部 

各種委員／団体名   氏   名 班名  各種委員／団体名   氏   名 班名 

民生委員  南   葉子 １８  環境事業推進員  鶴本  悦次 １５ 

  〃  北原  志津江 １２     〃  片岡  正彦 １５ 

  〃  横内  菊代 １８     〃  広瀬  秀美 ２４ 

青少年指導員  （未 定）   和泉双葉会 ※ 熊坂  喜久次 １９ 

  〃  （未 定）   和泉第二双葉会  榊   順義 １３ 

スポーツ推進委員  六本木 武志 １０  神明社保存会  鷹取  康雄 １７ 

   〃  太田  久夫 １０  NPO法人あやめ会  髙尾  勳  １５ 

保健活動推進員  尾崎  直子  ４  会館運営委員会 ※ 佐藤  政則  ８ 

   〃  長谷川 スミ子   ８  会館維持管理  （未 定）  

   〃  河野  好子 １０  自衛防災隊 ※ 今野  光春 ２１ 

消費生活推進員  難波  眞津子 １３  シルバーサロン さくら  中田  勇 １５ 

   〃         苅部  陽子 １２  ひばり会  高澤  敏男 １１ 

あすなろ子供会 ※ 神田  陽子 １０  鼓打ち会  寺田  和仁  ２ 

 ※印 「３０年度新代表」 

 

 神明公園＆自治会館周辺の草刈り清掃のお知らせ 
                                  保健環境部 

 回覧等で既にお知らせのとおり神明公園や自治会館周辺の草刈り清掃を下記の日程で 

 実施いたします。 

    さわやかな気持ちのいい環境となりますよう、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 日時 ： ６月３日（日）午前９時～１０時５０分頃まで 

      ※雨天の場合は ６月１０日（日） 

 集合 ： 神明社前広場 

 対象 ： 下和泉住宅にお住いの皆様、各班長、役員 

     ✿使用用具は全て自治会で準備しますが、鎌、軍手等 

        お持ちの方はご持参ください。 

 
                                                                                       １ 



 

 

 神明公園・五月祭りが開催されました 
                              下和泉住宅神明保存会 

 ５月１３日(日) 第８回 下和泉住宅「神明公園・五月祭り」が実施されました。当日は 

雨の予報もありましたが、お祭り終了までは雨が降り出すこともなく盛況のうちに無事に 

とり行うことができました。協賛団体による模擬店は、お餅・焼き鳥・焼きそば・串焼き 

じゃがバター・たこやきなど人気で早々に完売しました。 

                         協賛団体：神明社保存会・お花を楽しむ会・和泉双葉会・和泉第二双葉会 

                                              スポーツ推進委員・あすなろ子供会・保健活動推進員 

     鯉のぼりが泳ぐ神明公園        昔遊びやボーリング遊びを楽しむ子供達 

 

 

「防災かまどベンチ」による炊き出し訓練 
                                   防災防犯部 

 昨年同様今年も５月１３日の五月祭りに合わせて、神明公園内の 

防災倉庫近くに設置されている「防災かまどベンチ」を使用して炊き 

出し訓練を行いました。 普段はベンチとして利用されていますが、 

かまどの機能も有しています。 

 大なべ２個で豚汁を２００杯分作り、無料で食べて頂きました。 

皆さんが「おいしい」と言って食べてくれたことに満足しました。 

 

 

 

 お一人暮らしの方々のお食事会が開かれました                                        
                                    女性部 

 ５月１９日（土）６５歳以上のお一人暮らしの方、昼間お一人で食事をされている方をお招きして 

 恒例の食事会を開催しました。当日は天気にも恵まれ３７名の方々のご参加をいただき、             

 又お食事の後は、平井さん（６班）による手品と村田さん（１４班）による体操を行い 

 ました。参加された方から「お料理もおいしかった。楽しい時間でした、ありがとう。」       

 とお声掛けをして頂きました。楽しい一時でした。次回は１１月１７日(土)を予定して 

 おり、女性部一同美味しい料理を作って心よりお待ちしています。  

 

                       ２ 



 

 

 

 

 「あるけ・あるけ大会」が開催されました 
                                   福利厚生部 

 

 ５月２０日(日)緑の風吹く中、参加者・役員５０名が気持ちとペースを合わせ、２コース 

に分かれて歩きました。コースを見直し距離を短くし、その分 中之宮左馬神社・宝心寺 

では鎌倉時代、江戸時代の歴史に少しふれました。南小コミュニティ資料館では昔の農機具 

などの展示物を見学し説明を聞きました。 

 昼食後はスポーツ推進委員によるグランドゴルフでチーム対抗戦 

を行い、ホールインワンを出したチームには賞品が贈られました。 

その後はビンゴゲームで運を天に任せて出る数字に注視しゲームを 

楽しみました。 

 今年度は昨年よりも参加者が減りましたが、多くの皆さんが 

参加されるよう来年度も楽しい計画をして参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治会館からのお知らせ            会館運営委員会 
脳と体内の活性化にカラオケをお薦めします。自治会館には、 

「通信カラオケDAM」の装置があり、常時新曲が配信されています。 

  一人でも、数人のグループでも利用可能ですのでお待ちしています。 

    利用料は２時間単位で；１５００円    

 （カラオケ料＝７００円・室利用料＝８００円）です。        
 

 

 
     

   ひばり会６月講座のお知らせ 
                               下和泉住宅ひばり会 

 １、日時  平成３０年６月１７日（日）１０時～１２時 
 ２、場所  下和泉住宅自治会館 第１・２会議室 

 ３、内容  『認知症専門医による最新情報』                   

 

     〇 認知症患者が急増、予防対策は１日でも早く 

     〇 講師 ばんどうクリニック医院長 板東邦秋 氏 

       どなたでもお気軽にご参加ください。 

 

 

 

                       ３  



 

 

 

  “美しい街づくりにご協力を”                                                      

保健環境部 

 1）6月10日（日）ハマロード・サポーター＆花壇の日 
     ハマロード・サポーターは９：００～１０：００、 

     終了後、１時間程度花壇の手入れを予定。花壇に肥料を施します。 

     

 2）6月17日（日）花壇の花植えを行います（9：00～10：00）  
     夏の花植えをします。『素敵ガーデンづくり』にご参加下さい。 

 

 3）7月 1日（日）住宅内集水溝清掃（8：00～） 

          雨天中止の場合は、７月８日（日） 

             詳細は後日、回覧板・掲示板でお知らせ致します。 

 

 4）夏期（7・8・9月）の花壇の「水やり」のお願い 

              火・木・土の夕方（5：00位から）後日回覧板にて募ります。 
 

 

     シルバーサロン  さくら 

 
     ６月 ４日（月） １３時～１５時   会場は自治会館 
    大道芸をお楽しみください              

                             参加費 １００円 

  ６月 ２０日（水） １３時～１５時     

    お喋り喫茶・輪投げ           

                    連絡先 ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

                       １８班 横内 ８０３－１１４２ 

 

 

 

 お知らせ（敬称略） 

＜入会＞     ４班       志賀  彩花                     ５月２３日    届出 

           ８班   斉藤   公人         ５月   ４日   届出   

         １９班   内田 康寛         ５月 ３日   届出 

 

 ＜転出＞    ２班   平田 嘉代子        ５月１８日    届出 

                    １２班   橋本  哲          ４月１５日   届出 

 

 

 <訃報>   ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

  

           ６ 班    板垣 ヒデ         ４月２７日       逝去       （享年 ８１歳） 

         １８班   鈴木 セキ        ２月１４日    逝去    （享年 ８４歳） 

         ２０班   河内 政憲        ５月   ５日       逝去       （享年 ７１歳） 
 

 

                                    ４ 
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第６２０号                            平成３０(２０１８)年７月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す                  ７月号 

下和泉住宅 

                                     

   
 

発行：自治会ニュース部 
 暑中お見舞い申し上げます 

みなさん、参加を！納涼盆踊り大会                                                

                               文化体育部 

   自治会の“ビックイベント”「納涼盆踊り大会」を今年も行います。 

真夏の夜のひと時を、威勢のいいやぐら太鼓に合わせて、子どもさんはじめご家族一緒になっ 

て、踊りの輪に参加してください。 

 例年どおり、おもちゃ・飲み物・お菓子・かき氷・フランクフルトなどの模擬店も予定して 

  います。また、好評の『お楽しみ抽選会』もあります。         

  

  お誘いあわせの上多数の方の、ご参加で楽しい盆踊り 

  大会にしましょう。  

   開催日 ： ８月４日(土）５日(日) 

        時   間 ： 午後6時30分～8時30分 

  場  所 ： くるみ保育園 

 
 

盆踊り練習会のお知らせ                                      

                                                         文化体育部   
  「盆踊り大会」をより楽しんでいただくために、練習会を行います。 

 当日は、佐々木先生と「すみれ会」の方が優しく指導してくれますので、 

 皆さまの参加をお待ちしております。 

 

     日 時 ： ７月２９日(日） 午前９時～１１時 

     場 所 ：  自治会館 第1・第2会議室 
 

 

  

 ◎集水溝清掃のご案内  （☆回覧にてお知らせ済☆）   保健環境部 

  

    7月１日(日) 午前8時開始 （雨天の場合 7月８日(日）に延期） 

   ＊ 開始時間厳守でお願いします。 
         不明の場合、班長・役員の指示に従い行って下さい。 
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 夏休みラジオ体操のご案内           あすなろ子供会 

 
   恒例のラジオ体操を下記の日程で行います。 

 子どもたちの正しい生活習慣を促すため、今年は夏休みの前半に5日間、 

 後半に５日間の 計１０日間の開催とさせて頂きます。 

 近隣にお住いの方々には、早朝よりご迷惑をおかけいたしますが、 

 どうぞご理解いただけますようよろしくお願いします。 

 

  小学生の皆さんは、学校で配られたラジオ体操カードを 

 持参して下さい。カードには、班名と自分の名前を書いて下さい。 

 全日程に参加した小学生には、皆勤賞を用意しています。 

 

   日 時： ７月２３日（月）～ ７月２７日（金）    午前６時３０分より 

        ８月２０日（月）～ ８月２４日（金）   （※雨天中止） 

    場 所：くるみ保育園               

 

 

夏休み宿題サポート教室のお知らせ                   福利厚生部 

    小学生のお子様の保護者の皆様、子供たちの待ちに待った夏休み、宿題で 

お困りの方は、涼しい部屋で静かに宿題に取り組めます。                                                 

 

日 程：  ７月２１日(土) 親子説明会 ９：１０～９：４０ 

     7月⇒23日(月)、25日(水)、27日(金)、30日(月)、31日（火） 

     8月⇒ 1日(水)、 3日(金)、 9日(木)、10日(金)、（全９回） 

時 間：  ９：００～１０：００        ※小学校３年生から６年生、どちらの時間帯でも可                                                                                                            

１０：１０～１１：２０   
場 所： 自治会館 第３会議室にて          ※参加費は無料です。   

内 容： 原則として宿題のサポート（自由研究の工作等は除く） 

    ・  申し込みは 7月16日（月、祝）まで会館事務室へ ＊申込用紙は自治会館にあります。          

応募条件： 自治会員のお子さん、お孫さんで 自宅から会館まで通所出来る方に限る。    

※事故等の責任は負いかねますので、ご了承下さい。    問い合わせ 武田（８０２－５６７１） 

※宿題サポートの指導員も募集中です。                   横内（８０３－１１４２） 
 

かかし作り参加者募集                    福利厚生部 

                                                      

 富士見が丘地区経営委員会及び天王森公園運営委員会が主催の 

 「第７回 案山子コンテスト」に参加します。   是非、沢山の方のご参加をお願いします。 

制  作  日 ：   ７/２２ （日）  アイデア検討 

                ７/２８ （土）、２９ （日） 制作 

         ８/２５  （土）  仕上げ    

時      間 ：  毎回  ９：００～１０：３０ 

場       所 ：  下和泉住宅自治会館 

                都合のよい日がありましたら、一日だけでも結構です。参加をお待ちしています。 

                                       問い合わせ １８班・横内  （８０３－１１４２） 
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 “ おねがい”                                    交通部 

 『一時駐車票』が新しくなりました！ 

  一時駐車する場合は、下和泉自治会発行の「一時駐車票」をダッシュボードなどに提示してください。 

 

  ※ 以前の駐車票も、そのままお使いいただけますが、新しく入会した方、今お持ちでない方、 

    「一時駐車票」の必要な方は、各班の役員、又は班長に依頼して下さい。 

  ※ 地域の安全の推進に、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  AED講習会のお知らせ                         防災防犯部 

 

下和泉住宅自治会館にはAED（自動体外式除細動器）が設置されています。 

いざという時に躊躇なく使用できるように“AED講習会”を計画しました。 

御多忙中とは存じますが、この機会に是非 AED  の使い方を学んでみて下さい。 
    

１． 日時  7月15日（日）  10時～12時 

２． 場所  自治会館 第一・第二会議室 

３． 講師  泉区消防団第5分団２班の方々 

４． 内容  AEDの取扱い他  

                              ＊申し込み方法は、役員におたずねください。 

 

     平成30年度日本赤十字社資募集に関するご報告                会計 

     

     募金総額は ２２７、４４０円  ５８６世帯の方々からご協力いただきました。 
      

     日本赤十字社資募集にご賛同・ご協力いただいた会員の皆様ありがとうございました。 

 

 

 ひばり会の７月講座のお知らせ     下和泉住宅ひばり会 

 １、「そろばん珠で脳のトレーニング」 

     日時  平成30年7月14日（土） 10時～11時30分 

     場所  下和泉住宅自治会館   第1・第2会議室 

     講師  浅見珠算塾 

    ２、「おしゃべり会」 

  日時   平成30年7月18日（水）9時30分～11時 

  場所   下和泉住宅自治会館 

   ○ お茶を飲みながら生活相談、ケアプラザの職員が対話 
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春の草刈り清掃と花壇に夏の花植え をいたしました           保健環境部                                                                                                                                                                                                                                  

６月３日（日）、春季草刈りには多くの方々の、ご参加を頂き有難うございました。 

  98名の参加がありました。（ごみは74袋でした。） 

 ６月１７日（日）は夏の花植え（11名参加）も無事に終わり、 

 これから暑い夏を迎えます。 

 水やり作業も加わりますので、一層のご協力をお願い致します。 

 

ハマロードサポーター及び 花壇の日 
 ７月８日(日）・ハマロードサポーターは（8：30～9：30） 

   “花壇の日”は（10：00～11：00）を予定しております。 

  ※集水溝清掃が雨天で７月８日(日)に延期された場合、 

    ハマロードサポーター及び“花壇の日”は中止となります。          
※夏の花壇の水やり（7・8・9月）に参加して下さる方へ、 

   水やりの時間帯は、午後5時頃が適当かと思います。 

   暑い中、御苦労をおかけしますが、よろしくお願いします。 
 

 

          ささくくらら 

            ７月 ２日 （月）  １３時～１５時 
          願いをこめて、たなばた飾りを作ります。 
   

           ７月１８日 （水）  １３時～１５時   ＜おしゃべり喫茶＞ 
             持ち歩きに便利なおしゃれで可愛い、ビニール袋入れミニケース作り！ 

                                  参加費 ： １００円 

       会場は自治会館です。            連絡先  ８班   細谷  ８０３－９４２５ 

                                      １８班 横内 ８０３－１１４２ 
 

 
社協二ユース 

7月15日（日）  高齢者麻雀大会開催  場所：みなみコミュ二ティハウス   

 

いわせて！            保健環境部 

 公園内で気 になる事があります。 ブラッシングした犬の毛が、そのまま放置されて 

 いました。皆の公園ですから、飼い主の方は〝綺麗で気持ち良く″を心がけて、ルール 

 を守りましょう。                                        

 

お知らせ（敬称略） 

＜出生＞  ７班  井東 凛
り

愛
ま

ちゃん  ５月３１日  届出 

＜入会＞ １６班  宮城 幸司      ６月１７日   届出 

＜転出＞ １３班  藤原 修        ５月３１日   届出 

        ７班  山川 菊栄      ６月１７日  届出 
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自治会ニュー  ス 

 

第６２１号                平成３０（２０１８）年８月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す              ８月号 
下 和 泉 住 宅                     

 

 

 

 

発行：自治会ニュース部 

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 

夏だ！盆踊りだ！輪になって踊ろう！！      文化体育部 

  恒例のお愉しみ抽選会の当選本数が以前より大幅に増えています。        

  参加賞のフランクフルト、スポーツ推進委員・青少年指導員による 

  模擬店にはかき氷・飲み物、子供会のおもちゃ・お菓子などの出店、 

 さらに今年は神明社保存会による焼きそば・ヤキトリ（土曜のみ）の 

 出店もあります。 並んで賑やかになりそうです。 

 皆様多数のご参加をお待ちしています。 

  開催日： ８月 4日（土）、８月 5日（日）  

   時 間： 午後６：３０ ～ ８：３０    

   場 所： くるみ保育園            
                  

 

敬老会のお知らせ                          福利厚生部 

 

平成３０年度「敬老会」を９月１６日（日）、１７日（月・祝）に開催いたします。            

本年は昭和１９年４月１日以前誕生の方々をご招待申し上げます。 

該当される皆様には、７月下旬にご案内と参加申込書を各班役員がお届けします。 

参加を希望される方は８月１６日（木）までに、参加申込書を班役員に提出して下さい。 

今年度も３グループに班分けし、２日間で行います。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

        １ 日 時  ９月１６日(日)  

                 １３：３０ ～ １５：３０（１７班～２４班） 

               ９月１７日（月） 

                 １０：００ ～ １２：００（ ９班～１６班） 

１３：３０ ～ １５：３０（ １班～ ８班） 

 
受付は、いずれも３０分前より行います。 

            ※上記班分けは参加申込み人数により変更する場合があります。 

         ２ 会 場 下和泉住宅自治会館 

         ３ 式次第 第１部 式典（会長及び来賓挨拶）      

         第２部 催し物 あしたばハーモニカの演奏 他 
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                      あすなろ子供会 

 ７月２３日～７月２７日の５日間開催されました。約 7０名/日の子供たちが参加し、役員さん 

にもお手伝いして頂きました。皆勤賞の子供さんは５１名でした。 

暑い日が続いていますが、子供たちも元気いっぱいラジオ体操を楽しんでくれました。夏休みの 

ラジオ体操は１０日間予定していましたが、くるみ保育園の園庭補修工事の為、８月は使用出来なく 

なり、８月２０日（月）～２４日（金）のラジオ体操は中止になりました。 

 

 

 

 

 

 

 高齢者健康麻雀大会結果報告                富士見が丘地区社会福祉協議会 

 ７月１５日（日）南コミュニティハウス研修室において、高齢者健康麻雀大会が行われました。 

参加者は３６名でした。当自治会からの参加者は７名でした。 

皆さん、和気あいあいとした中、和やかに勝負が 

繰り広げました。 

表彰式の後は懇親会が催され、先ほどの麻雀大会の 

話題で盛り上がっていました。 

下和泉住宅自治会の個人成績は以下の通りです。 

５位（飛び賞）   榊 順義さん 

１５位（飛び賞）  小林 勝彦さん 

３５位（ブービー賞）鈴木 悦子さん 

その他（６位、１８位、２６位、２９位） 

 

集水溝清掃の報告                保健環境部 

７月１日朝８時～一斉に開始された、集水溝清掃は皆様方の御協力  

で、暑い中での作業となりましたが、無事に終えることができまし 

た。ありがとうございました。 

なお、今回使用した土のう袋は４１９袋でした。翌日午前中に、 

土木課に回収していただきました。 

 

 ハマロードサポーター及び花壇の日                 保健環境部 

  ７月８日（日）ハマロード・サポーターは８名の参加がありました。 

 『花壇の日』は、７名の参加がありました。 

 花柄つみ、草取り、水廻りと花壇の世話も暑い中参加して下さる 

  皆様と共に頑張っています。 

８月の花壇作業は、８月 12 日（日）８：００～９：００ です。 

 ８月のハマロード・サポーターは、お休みです。 

 

 

夏休みラジオ体操が開催されました 
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  AED講習会を実施しました                      防災防犯部 

 

７月１５日（日）泉区消防団第５分団第２班の方々の指導 

の下、ＡＥＤ及び三角巾の使い方の習得を目的に自治会役 

員並びに自治会会員３３名が参加し、約２時間の訓練を実 

施しました。呼吸してない人を救助するには、心肺蘇生と 

ＡＥＤが大切なことを学びました。                             

実際の現場で躊躇なくＡＥＤ使用するためには、講習を      

受けておくことが必要です。これからもＡＥＤ訓練の機会 

を設けていきますので、その折には是非訓練に参加して 

知識と技術を学びましょう。 

 

 

             自治会館に設置のＡＥＤ 

 

 

 

放水訓練のお知らせ                     防災防犯部 

 

本年度も「火災延焼を防ぐために自治会員が協力して初期消火活動」を行う放水訓練を 

以下の要領で行いますので、役員及び女性部を中心に多数のご参加を頂けます様にお願い 

いたします。 

(1) 日時：８月２６日（日）９：００～１２：００ 雨天は９月２日（日）に順延 

(2)  場所：自治会館前の駐車場  

(3)  指導：泉区消防団・第５分団第２団 

(4)  内容：訓練内容の説明及び１グループ５人で消火栓からの放水訓練他 

 

      下和泉住宅自治会のホームページができました。 

 

    http://izumikuren.net  を入力して下さい。 

    泉区連合自治会町内会のホームページが開きます。 
    新着情報・トピックスの項目にある、下和泉住宅自治会を 
    クリックすれば、下和泉住宅自治会のホームページが開きます。 
    ホームページには、各部からのお知らせや今後の行事予定等が 
    記載されています。今後は、随時ホームページに掲載していきます。 
    よろしくお願いします   
 

 

      社協賛助会費募集のお知らせ       会計 
 
 
      ８月は社協賛助会費の募集月です。 
    会員の皆様には、何卒ご協力をお願い申し上げます。 

http://izumikuren.net/
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      シルバーサロン  さくら   

         ８月はお休みです。９月にまたお会いしましょう。 

 

 

自治会館をご利用の方  

幼稚園・保育園の空いている駐車場、お貸しします。    一回 ３００円 

   
下記の電話番号に申し込み（日時・お名前・車のナンバー・携帯番号）して、 

駐車券を受け取りフロントガラス前に貼り付けて下さい。 

電話   ０４５ ８０２―０５６６ 
※ ただし、下記の場合は駐車できません。 

○ 保護者の送迎車がいっぱいの時 

○ 幼稚園の行事で使用するとき、その前日 

無断での駐車はご遠慮下さい  

不審と判断した場合は警察へ通報します 

学校法人  友遊学園  なかよしこども園 
 

 

住宅祭開催予定 

    開催日  ：  １０月６日（土）・１０月７日（日） 

             住宅祭渡御の踊り手を募集します。 

             詳細は回覧でお知らせ致します。 
 

自治会館からのお知らせ                      会館運営委員会 

       ★ 夏季休館（8月 13日～16日） 

● 定期利用（10.11.12月度）申込みについて 

① 申込書配布・受付 ：８月 1日～２０日 

     ② 重 複 調 整 日  ：８月２5 日 ９時集合 

                   （重複団体へは事前に連絡します。） 

 ③ 確定（支払）日  ：９月 2 日(日) ９時集合 

お知らせ （敬称略） 

＜転入＞   ８班  四戸 範子    ６月２４日 届出 

    １７班   鈴木 悦子     ６月２９日 届出 

  ＜転出＞  ６班  宮林 健太    ７月１１日 届出 

＜休会＞ １２班   遠藤 信      ６月２６日 届出 

  ＜御逝去＞ ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

              ７班  下山 涼太    ６月２２日 逝去 （享年３９歳） 

       ９班  前川 初義    ６月１５日 逝去 （享年８７歳） 

       ９班  橋田 潤子    ７月 ６日 逝去 （享年６９歳） 
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第６２２号                    平成３０（２０１８）年９月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す             ９月号 

  下 和 泉 住 宅  

 

 

                               発行：自治会ニュース部 

平成最期の盆踊り大会が大盛り上がりの中、終わりました！！ 

                               文化体育部 
  ８月４日（土）～５日（日）の２日間、お暑い中、大勢の皆様のご参加を頂きまして誠に 

 ありがとうございました。今年も天候に恵まれ、子供さん達の姿も多く見られ、無事に 

 終わることが出来ました。ご協力を頂きました、関係各位の皆様、大変お疲れ様でした。 

 心より御礼申し上げます。尚、下和泉住宅自治会のホームページに写真が多数掲載されて 

 いますのでご覧ください。( www.izumikuren.net/top.php?id=93 です) 

                                       

                                      

 

 

 

 

    「敬老会」が行われます           福利厚生部 

   下記により今年度の「敬老会」を開催いたします。 

 日 時：９月１6日（日）    １３：３０～１５：３０（１７班～２４班） 

        ９月１7日（月・祝） １０：００～１２：００（ ９班～１６班）   

         １３：３０～１５：３０（  １班～  ８班）   

受付は、いずれも３０分前より行います。 

会 場： 下和泉住宅自治会館 

式次第： 第一部 式 典  会長挨拶及び来賓の挨拶 

第二部 催し物  あしたばハーモニカの演奏ほか 

     ＊参加申し込みは、締め切られています。 

 

かかしコンテストにお出かけください   富士見が丘地区経営委員会 

                                          天王森泉公園運営委員会            

   期日＆場所：平成２９年９月２日（日）～１０月１４日（日） 天王の森公園前のたんぼ畦道 

（一般投票 ：9月 2 日（日）～ 9月 17日（月・祝）9:30～16:30） 

審査・集計：9月 19日（水）10:00 

作品表彰式：9月 22日（土）13:00 

  作品への一般投票により、優秀賞、特別賞、努力賞が決まります。 

    是非ともご観覧の上、あすなろ子供会の作品に投票をお願いいたします。 

 

 

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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    住宅祭を盛大に盛り上げよう 
 文化体育部 

 連日の猛暑が続いており、行く夏を惜しむように蝉の鳴き声が聞こえますが、 

空には秋の気配が感じられるようになりました。 

 本年も、秋最大のビッグイベント「住宅祭」が近づいてきました。 

新しく住民となられた方々も盆踊り同様、ぜひお祭りに参加して 

演芸・模擬店・渡御等をお楽しみ下さい。 
 

 日 時：１０月６日（土）  宵宮 模擬店 16：00～21：00 

                  演芸会 18：00～21：00 

     １０月７日（日）  本祭 神 事 11：00～ （おくぐり等） 

                 渡 御 12：00～ （神輿・山車等） 

 場 所：神明社および神明社前広場 

   （大人みこし・子供みこし・山車・舞踊連が、住宅内を練り歩きます） 
 

 なお、演芸大会・模擬店・おくぐり・舞踊連に、ご参加いただける方を募集いたします。 

    1) 演芸会参加者・模擬店参加者  １０月 ６日（土） 

    2) おくぐり参加者             １０月 7日（日） 

       3) 舞踊連参加者                １０月 7日（日） (募集は 9月 2日締め切り) 

    4) みこし担ぎ手                １０月 7日（日） 自由参加大歓迎 

 

 ☆ 1)および 2)は自治会館内の参加者台帳にご記入ください。〔締め切り ９月１5日（土）〕 

  

神明公園の草刈り清掃                           保健環境部 

  初秋の訪れとなり神明公園の雑草がかなり伸びています。 

１０月の住宅祭の前に皆様のご協力を得て恒例の秋の草刈りを行い 

キレイで気持ちの良い公園にして行きたいと思っておりますので 

宜しくお願い致します。 

下記の通り実施しますので、多数の皆様のご協力をお願いします。 

当日は広報車でお知らせします。 

 日      時：９月２３日（日）午前 9時～10時 50分〔雨天の場合は９月３０日（日）〕 

  集 合 場 所：神明社前広場（午前 9時集合） 

 参加対象者：下和泉住宅にお住まいの皆様、班長、役員 

  使 用 用 具：総て自治会で準備しますが、鎌などをお持ちの方はご持参下さい。 

  実 施 要 領：当日説明致します。 

 

  

  花壇の日＆ハマロード・サポーターのお知らせ       保健環境部 

 ８月１２日の“花壇の日”は大雨の後の草取り作業でしたが 

９名の方の参加がありました。有難うございました。 

  ～ 今年は特に草の伸び方が早いと感じられます。～ 

 ９月の予定は９月９日にハマロード・サポーター(8:30～9:30) 

“花壇の日”(10:00～11:00)を予定しております。 

 ハマロード・サポーターの集合場所はさくら広場です。 

   ハマロードの美化清掃終了後、引き続き花壇の手入れを行います。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hDAdCtVsQkARQqU3uV7/SIG=129vda8l0/EXP=1428997696/**http:/image.blogmura.com/user/88/435158/66fuuv9s.jpg
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 「夏休み宿題サポート教室」が開催されました   福利厚生部 

 

    一昨年から始りました「夏休み宿題サポート教室」は、今年も自治会館で小学生 7 名、 

   ボランティア指導者 7 名の参加で全９回、開催されました。家庭とは違う雰囲気で集中 

   して勉強できたと好評でした。 

      下和泉住宅自治会ホームページにもっと写真が掲載されています。 

( www.izumikuren.net/top.php?id=93 です) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域と障がいのある方との共生のための出前講座」が開催されました 
 

                            要援護者支援活動運営委員会 

 ７月８日(日)に横浜市下和泉地域ケアプラザのご協力により、「災害時に障がいのある方との 

共生のための出前講座」を実施しました。災害時には、いろいろな方が避難場所に集まって 

きます。障がいのある方との対応については、今一つわからないのではないでしょうか。 

この様な疑問を解消する手段のひとつとした出前講座です。講師、通所者、家族の方の講演 

および実体験に基づくお話があり、自治会役員、しもいずみサポーターおよび会員２９名が 

参加して行われました。講演、お話の後で質問時間もあり、疑問点、意見等をお互いに出し 

合い有意義な時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    防災防犯部からのお願い                                     防災防犯部 

 

自主防犯パトロール隊員を募集しています。 
「犯罪のない安全・安心なまちづくり」を目指して自主防犯パトロール隊員が３～５人一組 

で毎週木曜日の日中に町内をパトロールしています。現在、22 名の方にご協力をいただいて 

おりますが、パトロール隊員の高齢化、隊員の減少が進んでいます。そこで、是非会員の 

皆さんの参加をお願い致します。 

                  連絡先：手塚（防災防犯部長）090-7181-4525 

                                              東（防災防犯副部長）     801-8818 

 

 

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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ひばり会の９月講座のお知らせ         下和泉住宅ひばり会 
１．「脳若返りへの挑戦」ふまねっと運動、脳と体のバランス感覚 

  ① 日時：９月８日（土） １０時～１２時 

  ② 場所：下和泉住宅自治会館 第１・２会議室 

    〇 上履き・タオル・飲み物をご持参ください。 

    〇 講師 高齢者体育指導員 村田倫子 ほか 

２．「おしゃべり会」 

  ① 日時：９月１９日（水）９時３０分～１１時 

  ② 場所：下和泉住宅自治会館 第３会議室 

    〇 お茶を飲みながら生活相談、ケアプラザの職員が対応 

    〇 相談 下和泉地域ケアプラザ 
 

 
   自治会館からのお知らせ                       会館運営委員会 

 

   作品展の開催について 
    恒例の作品展を今年も実施しますので、団体および個人の皆さんの 

   出展をお願いします。夏休み宿題の工作など子供たちの作品も大歓迎です。 

   また、作品の持ち込みが難しいとお考えの方は、ご相談に応じますので 

   自治会館へご連絡ください。 

   （１）開催日時： 11 月３日(土) 9 時から 11 月４日(日)  16 時まで 

   （２）準  備： １１月２日(金) １６時から 

   （３）撤  収： １１月４日(日) １６時から 

   （４）募集期間： １０月８日(月)～２０日(土) 

   （５）申込方法： 申込用紙（事務所に保管）にご記入の上、事務員にご提出ください。 
 

☆ 昨年同様に「くつろぎの場」を用意して、ご来場者をお迎えしたいと思います。 
 

 

            さくら 

 ９月３日（月） １３：００～１５：００ 津軽三味線 

            心に響く音色を 

      ９月１９日（水）１３：００～１５：００ ゴルフ遊び 

               ゴルフ遊びで体を動かしましょう。 

 

      会場は自治会館です     連絡先１８班 横内（８０３－１１４２） 

      参加費は１００円です        ８班 細谷（８０３－９４２５） 
 

 

お知らせ（敬称略） 
 ＜入会＞  １０班  谷村 一馬     ７月３１日 届出 

    １９班  木野 和夫     ７月２８日 届出 
 ＜退会＞   ５班  松永 富雄     ７月２８日 届出 

             ８班  加茂 須加江    ８月１１日 届出 

    ＜休会＞  ２２班  今藤 学       ７月２４日 届出 

  ＜世帯主変更＞２４班 本望 清から本望 修一に変更  ８月１０日 届出 

 

   ＜御逝去＞ ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

            １班  吉田 正夫      ７月２６日 逝去（享年８６歳） 

          ８班  北嶋 章      ２月 ４日 逝去（享年８３歳） 

           ２４班  本望 清       ８月  ８日  逝去（享年９１歳） 
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第６２３号                   平成３０（２０１８）年１０月１日 
安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す                    １０月号 

下和泉住宅                                                                                          

 自治会ニュース 発行：自治会ニュース部 

                                                                  

  下和泉住宅祭 盛り上がろう！           文化体育部                                                                                                      

  季節もすっかり秋らしくなってきました。今年も恒例の「下和泉住宅祭」を下記の通り開催します。 

 １日目は宵宮と演芸会、２日目は本祭となります。是非、多くの皆様のご参加とご声援をよろしく 

 お願いいたします。秋のひとときを楽しく過ごしましょう。 

   日時：１０月 ６日（土） 宵宮 模擬店  １６：００～２１：００  

                                                 やきとり・たこ焼き・綿あめ・その他多数 

                     演芸   １８：００～２１：００ 

                      演歌・民謡・舞踊・フラダンスなど 

     １０月 ７日（日） 本祭 神事   １１：００～１１：４０ 

                   おくぐり １１：４０～１２：００ 

                   渡御   １２：００～15：００      

                   舞踊連・山車・子供神輿・大人神輿のパレード 

  場所： 下和泉住宅内 神明社及び神明公園 
 
 

 富士見が丘連合祭りのご案内                    富士見が丘連合自治会  

                                       地区社会福祉協議会 

 本年も下記の通り富士見が丘連合祭りが開催されます。各町会等の模擬店が出店するほか、 

体力測定・ごみの分別テスト・子供遊び・踊り等お楽しみもいっぱいです。当自治会では、昨年同様 

フランクフルトの販売を行います。皆様のご来場をお待ちしています。 

   日時：１０月１４日（日） ９：５０～１３：３０ （小雨決行） 

   場所： いずみ桜広場  
 
 

  平成３０年度「横浜市泉区社会福祉協議会賛助会費」のご報告           会計 

 

  ８月に募集しました賛助金の総額は ２１５，８００円、３０３件の方々にご協力いただきました。 

  ご賛同下さった皆様ありがとうございました。 

 

   ８月２６日（日）お楽しみ会が開かれました 

  子どもたちの夏休みが終わる８／２６に、自治会館でお楽しみ会がありました。 

 当日は子ども７７名、大人・役員８１名の参加があり、流しそうめんや金魚すく 

   い、映画等々、賑やかに楽しいひとときを過ごしました。 

   尚、下和泉住宅自治会のホームページに写真が多数掲載されていますのでご覧ください。 

  （ www.izumikuren.net/top.php?id=93 です） 

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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各種講習会やイベント等が実施されました                                   
 

 ●８／２６（日）「放水訓練」が行われました                 防災防犯部 

 自治会館前の駐車場でスタンドパイプ式初期消火器具による放水訓練を 

実施しました。泉消防団第５分団第２班にご指導いただきながら、自治会 

役員、女性部員２２名が参加し、５つの役割（指揮者、放水員、放水補助員、 

伝令員、消火栓操作員）を一通り経験しました。  

  「過去の大地震発生直後は公的防災機関が力を発揮できず地域住民が 

初期消火・延焼防止・救助の主役であった」との認識の上にこうした活動を 

通して地域の防災力を高めていきましょう。 
 

 ●「安全で正しい車イス使用方法を学びましょう講習会」      下和泉住宅自治会 

                     ９／２（日）実施     要援護者支援活動運営委員会 
 

 災害時の避難支援活動の一環として、車イスを使用して要援護者を避難 

させる訓練も行うこととしています。（訓練は１１月に実施予定） 

 講習は下和泉地域ケアプラザのご協力で「ひとは菜福祉用具事務所」の 

３名の指導で行いました。２種類の車イスを使用して、坂道、段差のある所 

等を２名一組で車イスを押す人と乗る人の両方を体験しました。また、災害 

時に車イスをかかえる必要がある場合の車イスの持ち方を体験しました。 

昨年に引き続き２回目ですが、２４名の参加者で皆さん車イスへの理解を 

深められたと思います。 
 

 ●祝・「敬老会」（喜寿・米寿・白寿） ９／１６（土）・１７（日）実施   福利厚生部 

                                                 女性部    
 

  

 

 

 

 ９月１６日（日）・１７日（月・祝）「敬老の日」に自治会館で敬老会が開催されました。 

平成最後の今年は７５歳以上の招待者は５５０名（男性２２６名、女性３２４名）です。喜寿４９名、 

米寿１９名、白寿以上３名で９９歳、１００歳、１０６歳になります。 

 今年の参加者は１１０名で長寿者は１１名の方が参加して頂き２日間３回に分けて執り行いました。 

会食の後、自治会長より長寿者へ記念品が贈られ、また催し物では明日葉の皆さんのハーモニカ演奏に 

合わせて歌い盛り上がりました。終わりには健康長寿を願い健康クイズに答えて頂きました。日々の生活 

に活用される事を願い閉会しました。 

 ●神明公園 秋季草刈り清掃終了 ９／２３（日）              保健環境部 

 

 ９月２３日（日）お天気にも恵まれ午前９時から１０時半頃まで作業が行わ 

れました。参加者はお子さんも含め、総勢８５名 でした。刈り取った草は 

ビニール袋に入れ、枝類は切って束ね集積し、無事秋の清掃と樹木剪定を 

終了する事ができました。刈り取った雑草は５４袋になり、きれいな公園に 

なりました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。                                                                                                                                 

尚、下和泉住宅自治会のホームページに各イベントの写真が多数掲載されていますのでご覧ください。 

（www.izumikuren.net/top.php?id=93 です） 

 

各種講習会やイベント等が実施されました 

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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 案山子コンテスト結果報告              富士見が丘地区経営委員会                           
                                    天王森泉公園運営委員会 

 展示期間： ９月２日（日）～１０月１４日（日） 

 展示場所： 天王森泉公園前 田んぼ畦道 

 一般投票： ９月２日（日）～９月１７日（月・祝）   ※投票は終了しました。 

  

 

  

 

 

 

                                                         

          最優秀賞：安室奈美恵とＷカップ     LINEで遊びま賞：ツムツム  ワンダフルで賞：スヌーピー 

       （デイサービスりぼん）      （下和泉住宅自治会）   （下和泉住宅自治会‐たんぽぽ） 

 尚、下和泉住宅自治会のホームページに写真が多数掲載されていますのでご覧ください。 

 （ www.izumikuren.net/top.php?id=93 です） 
 

自治会館からのお知らせ                                  会館運営委員会   

   作品展の開催について 

  恒例の作品展を今年も実施しますので是非皆様お誘い合わせの上ご来館ください。 

    開催日時： １１月３日（土）９時～４日（日）１６時まで 

    場  所：  第一・第二会議室 

  昨年同様、多数の作品をご覧戴いた後に、「くつろぎの場」にてコーヒー、     作品展 

  ケーキなど用意してありますので、やすらぎのひと時をお過ごし下さい。 
 

 ☆作品展へ出展をお願いいたします 

  団体および個人の皆様の出展をお願いいたします。夏休みの宿題の工作、書道等お子さん   

 たちの作品も大歓迎です。是非力作をこの場で披露してあげてください。きっと励みになることと 

 思います。また、作品の持ち込みが難しいとお考えの方は、ご相談に応じますので自治会館へ 

 ご連絡ください。 
 
    募集期間： １０月８日（月）～２０日（土） 

    申込方法： 申込用紙（事務所に保管）にご記入の上、事務員にご提出ください。 

    準  備： １１月２日（金） １６時から 

    撤  収： １１月４日（日） １６時から 
 

 環境推進委員からのお知らせ 

 ①１０月１４日（日）富士見が丘地区連合祭りに行ってごみの分別を体験しよう 

   ３Ｒ夢クイズに挑戦し、ごみを資源に変えよう。正解者には子供から大人まで楽しめる賞品が 

   たくさんあるよ。最高１０００万円当たるかも？（３Ｒより大きな夢もあるよ。）  

 ②燃やすごみが正しく分別が行われているか早朝啓発を行います 

    実施日時： １２月４日（火）午前７時３０分より９時まで 
    下和泉住宅自治会地区のごみ集積場所約３０か所  
 ③お願いします！ 

  ☆燃やすごみ 「生ごみの水分を今までよりも、もう１０ｃｃ大さじ１杯分」絞ってから、 

         ごみ集積場所に出してください。 

  ☆冷蔵庫の中に賞味期限、消費期限の迫っている食品はないですか、点検しましょう。   

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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 ひばり会１０月講座のお知らせ                             下和泉住宅ひばり会 

 １、「脳若返りへの挑戦」笑いとヨガで脳活性化、筋肉を伸ばそう 

        日時： １０月１３日（土） １０時～１２時 

     場所： 下和泉住宅自治会館 第１・２会議室                   

     〇 タオル・飲物をご用意ください。  会費１００円 

     〇 講師 介護予防運動指導員 鶴貝 恵子氏 
  

 ２、「おしゃべり会」 

    日時： １０月１７日（水） ９時３０分～１１時 

    場所： 下和泉住宅自治会館 第３会議室  会費無料 

     〇 お茶を飲みながら生活相談、ケアプラザの職員が対応 

     〇 相談 下和泉地域ケアプラザ 
                        

 ハマロードサポーター＆花壇の日のお知らせ              保健環境部 

  ９月９日（日）のハマロードサポーターには６名の参加がありました。その後の”花壇の日” 

 には７名の方の参加があり、花壇の草取り、公園内の一部草刈りを行いました。 

 暑い中の参加ありがとうございました。 
 

 １０月１４日（日） ハマロードサポーター（９：００～１０：００） 

      花壇の日 （１０：００～１１：００）を予定しています。 

    そろそろ夏の花も終わりに近づき、秋・冬の花にかわります。 

    引き続き”花壇の日”をよろしくお願い致します。 
 

  

    シルバーサロン  さくら  

       １０月  １日（月） １２時～１４時   

            オカリナ演奏                  会場は自治会館  

    １０月１７日（水） １３時～１５時   参加費１００円  

             ポケットティッシュぺーパー入れ・・・針と糸を持参して下さい 

 

                             問い合わせ ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

                                  １８班 横内 ８０３－１１４２ 

  

 

  お知らせ（敬称略） 
 ＜入会＞       ２班      髙橋 将司       ９月 １日   届出 

        １１班      東條 尚之          ９月 １日   届出 

           １２班      井上 裕也       ９月 １日   届出 

 

 ＜転出＞   １６班  澤田 吉皓       ９月 ２日   届出 

                     １６班   山田 進        ９月 ２日   届出 
 

 <訃報>   ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

          ７班  齋藤 芳江       ８月２７日        逝去（享年８０歳)  
                                   



第６２４号               平成 30年(2018)11月 1日  
安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す    

 下和泉住宅                  11 月号                                            

自治会ニュース 
                                発行：自治会ニュース部 

 住宅祭が開催されました!! 
                                      文化体育部 
 恒例の住宅祭が好天気に恵まれて 10 月 6・7 日の２日間開催されました。 

1 日目、多くの模擬店も出店され賑やかに始まり、演芸会の舞台では、踊り・ 

カラオケ・太鼓等祭りを盛り上げました。演舞の合間に、会長挨拶の後、 

泉が丘中学美術部の 20 年に渡る壁画の提供に対し、感謝状・記念品の贈呈式 

と盛り沢山のプログラムがありました。 

2 日目、本祭では神事に始まり、おくぐりが行われました。昼からは舞踊連を 

先頭に渡御が華やかに始まり、子供達の山車・神輿と続き、最後に大人神輿が 

元気な掛け声と共に住宅内を練り歩き、沿道の皆様方の声援を受けながら、 

最終地の神明社前での、子供神輿と大人神輿のしのぎにより感動のフィナーレを迎えられました。 

ご近所・住宅内皆様のご協力有り難う御座いました。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    おくぐり 

                     の風景 

 

                     泉が丘中学 

                    美術部の作品 

 

 

 尚、下和泉住宅自治会のホームページに写真が多数掲載されていますのでご覧ください。 

  （ www.izumikuren.net/top.php?id=93 です） 

◎ 富士見が丘連合祭りについて 

  10 月 14 日（日）に予定されていた富士見が丘連合祭りは、 

朝の内は雨の心配もありましたが、700 人余りが参加され、 

泉区長はじめ関係各位の方々も大勢お見えになり、模擬店 

も完売するほど大盛況でした。 

                    1 
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防災訓練のお知らせ     下和泉住宅自治会 

                           下和泉小学校地域防災拠点 

           要援護者支援活動運営委員会 
 

    １１月１１日（日） 午前９：３０～１２：００ 

       下和泉小学校校庭   （雨天時は体育館） 

集合時間：午前９：００ 

集合場所：いっとき避難場所 
 

なかよし幼稚園  Ａ地区（  ４，５班） 

７班神明公園前  Ｂ地区（  ３，７班） 

８班神明公園前  Ｃ地区（  １，２，８，９班） 

10 班神明公園前   Ｄ地区（１０，１１，１２，１３，１８班） 

くるみ保育園前   Ｅ地区（１４，１５，１６，１７，１９班） 

下和泉公園（南） Ｆ地区（２０，２１，２２班） 

下和泉公園（東） Ｇ地区（  ６，２３，２４班） 
      

      煙と地震を体験 

   災害発生に備えるための訓練 

  ◎避難誘導、避難者カード作成、避難完了報告など 

  ◎備蓄庫、救出資機材の見学 

  ◎簡易担架の作成と運搬訓練 

  ◎煙体験（煙体験ハウス） 

  ◎起震車体験 

  ◎避難所の一人当たりのスペース体験 

  ◎炊き出し訓練（カレーライスの試食） 

  ◎ペット対策 
 

＊環境事業推進委員より変更のお知らせ  

１、早朝啓発実施日の変更  １１月２０日（火）午前７時３０分～９時まで 

２、ごみの正しい分別についての講習会  １１月２０日９時より第一町内会自治会館内        

    ごみでお悩みの方は参加し質問して下さい。環境事業局の担当官が丁寧に応答します。無料 

３、お願い  冷蔵庫の中の賞味期限、消費期限切れの食品がごみとして捨てられる食品ロスが 

    増えています。冷蔵庫の中の点検を毎月２回位行い食品ロスを無くしましょう 

 

 消火器購入・薬剤詰替・廃棄及び消火器取扱い訓練のご案内 
                                     防災防犯部 

下記の日程で「横浜市防災機器販売協同組合」の消火器販売を実施します。    

 希望者は先に回覧で募集済みです。申し込みは終了しております。 

 申込者への販売は、１１月２５日（日）１０時～１２時  
                     自治会館前にて行います。 

  また、申込者対象の消火器取扱い訓練を同時に実施します。 
                  （訓練は雨天時中止） 
 

                            ２ 
 



 

お一人暮らしの方のお食事会へのお誘い(６５歳以上） 
                                       女性部 

 日ごとに秋も深まって参りました。女性部では平成３０年度 第２回お食事会を、下記の 

 日程で開催いたします。食後には皆さんと唄を歌ったりおしゃべりをして、秋の一日を 

 楽しく過ごしませんか♪ 皆様のご参加をお待ちしています。 

   ＊締め切りが迫っていますので、お早めに！ 

 日  時 ： 11 月 17 日（土） 12 時より 

 場  所 ： 自治会館           〈お申込み連絡先〉 
 会  費 ： 無 料            １～ ８班 南 委員（８０３－９４６０） 
 申込締切り： 11 月 3 日(土)        ９～１６班 北原委員（８０４－１３４４） 
                      1７～２４班 横内委員（８０３－１１４２） 

                                              

  「赤い羽根共同募金」にご協力を！               自治会会計 

    各班の班長さんが自治会費集金の時に一緒に集めます。 

   会員の皆様の心あたたかいご支援・ご協力をお願いします。 

 

 
 

  歓迎！作品展にご来館ください    会館運営委員会 

 

11 月 3 日（土）～4 日（日）恒例の作品展が開催されますので、是非皆様お誘いあわせの上 

ご来館下さい。きっと、心が和む作品や感動する作品に巡り合えることでしょう。 

また、「くつろぎの場」にてコーヒー、ケーキなどを用意してありますので 

やすらぎのひと時をお過ごしください。 
 

 場 所：  下和泉住宅自治会館 

 日 時：  11 月 3 日（土）9：00 ～ 16：00        

                  4 日（日）9：00 ～ 16：00             

    

 自治会館からのお知らせ              会館運営委員会 

                                                                          

 １．定期利用（１，２，３月度）申込みについて 

  （１）申込書配布・受付 11 月１日（木）～20 日（火） 

  （２）重複調整日     11 月 24 日（土）９時００分集合  

（重複団体へは事前に連絡します） 

  （３）確定（支払）日    12 月 2 日（日）９時００分集合 

 

 ２．本の寄贈のお願い 

   会館廊下にある書庫の本の入替を例年１１月に実施しています。 

   １１月１日～２０日まで受け取りますので、寄贈をお願いします。 

   旧本については、ケアプラザで再利用します。 
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 ハマロードサポーター＆花壇の日のお知らせ 
                                      保健環境部 

  ＊１０月１４日（日）のハマロードサポーター９名参加、帰り道 

下和泉住宅の看板がある三角地帯の草取りを行いました。 

  ＊「花壇の日」の作業は花抜き。 

春から夏に楽しませてくれた花を抜き、これから秋・冬の花に移行します。 

花植えは、１１月１１日（日）ＰＭ ２：００～ を予定しています。 

（雨天の場合は翌日１２日（月）ＡＭ１０：００～となります。） 

＊次回のハマロードサポーター 

   1１月 1１日（日）９：００～１１：００ 
         

         楽しい作業に是非、ご参加下さい。 

 

 ひばり会の１１月講座のお知らせ               下和泉住宅ひばり会 

   （1）「新・認知症サポーター養成講座」 

認知症を学んで、多くのサポーターで地域の支え合いを広めよう。  

 日時  平成 30 年 11 月 10 日（土）10 時～12 時 

      場所  下和泉住宅自治会館  第１・２会議室   会費 100 円 
    ○ 講師  下和泉地域ケアプラザ、キャラバンメイト 

   （2） 「おしゃべり会」 

       日時  平成 30 年 11 月 21 日（水）9 時 30 分～11 時 

場所  下和泉住宅自治会館 第 3 会議室  会費無料 

○お茶を飲みながら生活相談、ケアプラザの職員が対応・相談 下和泉地域ケアプラザ 

 

       シルバーサロン さくら 
   １１月 ５日（月） １３時～１５時  場所：自治会館   会費：100 円    

         日本舞踊                            

     １１月２１日（水）外食 場所：海湘丸湘南台店  会費：２０００円 

              集合場所：ユーコープ  集合時間：11 時 30 分 

 

                 問い合わせ  ８班 細谷 803-9425 

                                              １８班 横内 803-1142 
 

 

お知らせ（敬称略） 

    〈出 生〉 １１班 渋谷 菜乃花   ８月２２日届出 
 

    〈入 会〉  １８班 福士 彩華    ８月１９日届出 

           １班  守川 洋右   １０月 ５日届出 
 

    〈休 会〉  2 班 蔵内 律子    9 月 30 日届出 
 

    〈退 会〉  3 班 高橋 和子   １０月 3 日届出 

          １７班  田所 建世   １０月 ３日届出 
 

〈逝  去〉  ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます  

           １５班 中村 キヌ（享年８９歳）１０月 １日逝去 

          ２２班  上浪 繁男（享年８７歳）１０月 ４日逝去 

                   

                               4                                                                                                                                                                                 
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第６２５号                    平成３０（２０１８）年１２月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す          １２月号 

下和泉住宅                         

                                  

                                      

 

 

                          発行 :自治会ニュース部 

秋季防災訓練が行われました  下和泉小学校地域防災拠点 

運営委員会 

                    防災防犯部 
１１月１1 日（日）下和泉小学校地域防災拠点の秋季防災訓練が開催されました。 

当日は好天に恵まれ、4 自治会・町内会をはじめ区役所・学校・消防署・消防団など  

212 名が参加し、当自治会からは 87 名が参加しました。 

訓練の内容は次の通りです。 

 ◎避難訓練（避難者カードへの記入・避難者集計報告等）  

 ◎救出・救護訓練（簡易担架の作り方、発電機・投光機取扱い訓練） 

◎起震車による地震体験 

 ◎煙体験 

 ◎避難所のペット対策 

 ◎炊き出し訓練（カレーライス） 

また、今回初めて泉が丘中学校の生徒 13 名参加し、地域と学校を結ぶ活動の一翼を担い

ました。中学生からは、『良い経験になりました』との感想を頂きました。  

 

 

 

 

 

 

         

  ＜炊き出し訓練＞            ＜発電機取扱い訓練＞          

 

 

 

 

 

 

 

＜起震車地震体験＞            ＜救出・救護訓練＞ 
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   要援護者支援訓練実施！！   要援護者支援活動運営委員会 

                            

１１月１1 日(日)8：30～9：00 に「しもいずみサポーター」による「要援護者支援訓練」 

（「要援護者の安否確認訓練」「救出救護班及び機関への連絡」「避難支援」）を要援護者 

８３名、しもいずみサポーター６１名の参加で実施しました。 

役員は、蛍光グリーンのビブスを、しもいずみサポーター及び女性部部員は蛍光オレンジ

のビブスを着用して実施しました。 

今年度は「避難支援」として、車イス使用の避難訓練にプラスして 

「付添による避難支援」を参加希望の要援護者を対象（車椅子： 

１名、付添：６名）に実施しました。 

要援護者支援及び訓練のあり方等については、まだまだ十分とは言えませんが、 

訓練後のアンケート結果を基に運営委員会の中で検討し、改善していきます。 

要援護者の人数に対して「登録サポーター」が、まだまだ足りません。 

「しもいずみサポーター」は支援できる時に支援することで自分の生活を拘束する条件は、 

ほとんどありませんので、皆様もぜひ「しもいずみサポーター」に登録をお願いします。 

また、皆さんの近くに要援護者に該当する方で、まだ登録されていない方がいましたら 

登録を進めて下さい。「要援護者」、「しもいずみサポーター」の登録用紙は各班役員、自

治会館に申し出て下さい。  また、下和泉自治会のホームページ 

（http://www.izumikurenn.net/top.php?id=93）よりダウンロードできます。 

申し込みは、自治会館或いは FAX(045-801-9441)へ 

おひとり暮らしの方々のお食事会が行われました        女性部 

  １１月１7 日（土）６５歳以上のお一人暮らしの方、昼間 

お一人で食事をされている方をお招きして、今年２回目の 

お食事会を開催しました。お天気にも恵まれ、43 名の方々の 

ご参加をいただきました。お食事の後は、６班の平井さんに 

よる手品と会場の皆さんと懐かしい歌を大合唱、楽しい一時を 

過ごしお食事会の幕を閉じました。 

 参加された方から「とても楽しかった。ありがとう。」とお声掛けをしていただきました。 

 

第４回  下和泉住宅新年祝賀会開催のお知らせ     下和泉住宅高齢者 

                                     福祉活動連絡会 

☆ 日時 平成３１年１月２０日（日）12 時 30 分～15 時 00 分 
☆ 場所 下和泉住宅自治会会館 
☆ 主催 下和泉住宅 高齢者福祉活動連絡会 
☆ 参加費用 一人 ２０００円（当日徴収） 
☆ 参加者 下和泉住宅自治会居住者なら誰でも参加できます 
☆ 申込 12 月上旬に回覧する申込書に記入して下さい 
                          連絡担当者 15 班 中田 803―8110 
 

 
赤い羽根共同募金               自治会会計 

 
皆様のご協力に感謝いたします。 

 
募金総額 ２１０,70０円  協力世帯５０４世帯 

http://www/
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自治会館からのお知らせ        会館運営委員会 

 

１．年末年始の休館について 

   １２月２９（土）から１月４日（金）の間、休館となります。 

   また、１２月２８日（金）は、会館大掃除のため利用できません。  

２．本棚に新入庫本が入りました 

   １１月に「本」の寄贈をお願い致しましたところ、多くの本の寄贈がありました。 

入庫順に古くなった本を整理し、入れ替えましたのでご愛読ください。  

 

作品展 盛況のうちに終わる！         会館運営委員会 

 11 月 3(土)～4(日)に恒例の作品展が開催されました。80 名、149 点の作品を出展 

していただきました。来場者は、そのいずれもの力作に感心されていました。  

また、今回は、勝俣さんの指導による折り紙教室を開催しました。 

参加者はコマなど思い思いの作品に楽しく、真剣に取り組み、完成した時の喜びを満喫

していました。好評な折り紙教室でした。第三会議室では昨年に引き続き「くつろぎの場」

として、来場者の皆様に、コーヒーなどの飲み物や手作りケーキ・クッキーを召し上がっ

ていただいて、のんびり、ゆったりとした時間を過ごしていただけたことと思います。  

 会館が掲げた「憩いの場」にふさわしい２日間だったと思います。私ども会館運営に 

携わる者としてこんなにうれしい事はありません。  

出展者の皆さん、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばり会の１２月講座のお知らせ  下和泉住宅ひばり会 

 

「クリスマスのつどい」余興 おどり・歌謡ショウ・バンド演奏・ビンゴゲーム（賞品多） 

   飲んで食べて唄って語って１年の疲れを吹き飛ばそう  

① 日時  平成３０年１２月１５日（土）１０時～１２時  

② 場所  下和泉住宅自治会館 第 1・2 会議室  会費 500 円 

○  申し込みはひばり会役員へ１２月１０日まで（用紙は会館にあります）  
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保健環境部からのお知らせ                 保健環境部 

１１月１１日（日）ハマロード・サポーター（９時～１０時）当日は防災訓練と時間が  

重なりましたが、３名の方の参加がありました。 

『花壇の日』は時間を変更して午後２時から８名の参加で 

花植えを行いました。300 鉢余りの花を植え付け、 

秋から冬にかけての神明公園に色どりを添えております。 

ありがとうございました。 

次回のハマロード・サポーター、花壇の日は 

１２月 9 日（日）9:00～10:00  

『花壇の日』10:00～11:00 は花の手入れを予定しています 

 

シルバーサロン さくら 

   １2 月 ３日（月）  １３時～１５時   場所：自治会館    会費：100 円    

         フラダンス（大西クラブ）・ビンゴ  

          年末の忙しさを一寸忘れて                                                

問い合わせ  ８班 細谷 803-9425 

                                            １８班 横内 803-1142 

 

お知らせ（敬称略） 

＜出生＞                 

    11 班  東條 凰
おお

雅
が

         １０月２８日 届出 

＜入会＞ 

    8 班  荻野 恵介         １１月 4 日 届出 

    2 班  落合 秀哉        １１月１１日 届出 

＜退会＞ 

   １７班  田中 基之              １０月２８日 届出 

＜休会＞ 

    ２班   青木 喜美恵       １１月１５日 届出 

＜復帰＞ 

22 班  今藤 学         １0 月 2４日 届出 

＜世帯主変更＞ 

  7 班  佐藤 菊枝        11 月１４日 届出 

＜逝  去＞  ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます  

    7 班 佐藤 道臣（享年 76 歳） １１月 1 日  逝去 
 

  訂正とお詫 
 ご本人の確認なしで、「退会届」の移動連絡票を作成した為、１１月号自治会ニュース 

に高橋和子様の退会を記載してしまいました。 

 今後は、原則としてご本人が作成するよう徹底いたします。  

ご本人には不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます。 


