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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、年号も新しくなり、新時代の到来を感じましたが、相変わらず 

自然災害の多い年でした。台風１９号では、当自治会でも屋根が飛ばされ 

電柱が倒壊する等、被害が出ました。防災に対する備えは、日頃から心掛けて 

おきましょう。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「泉区深谷 

通信所返還対策協議会」を通じ、積極的に取組んで行きます。何かご意見があれば、お聞かせ 

下さい。横浜市としては令和３年度の都市計画決定を目標に、施設設計を進めると共に環境 

影響評価のため、今年よりボーリング調査や騒音・大気・生物等の現地調査が実施されます。 

跡地利用の工事が始まったと、誤解しないようにして下さい。 

暫定利用では、生活道路をはじめ、少年野球場・中央広場に加えて、多目的運動広場や、公衆 

トイレや防災倉庫が整備され、利用できる予定です。 

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 2４日（日）9:00～12:00事前に申し込まれた方および当日申込みされた方を対象に、 

新規消火器購入・消火剤の詰め替え・廃棄を行いました。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。今回は期限切れの消火器や使用済みのカラの消火器の持ち込みが 

数件ありました。放置せず速やかに新しい消火器に取り替え、万が一の 

時に備えてください。 

自治会ニュース 
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令和２年/令和３年度選出委員が決まりました 
                                       総務部 

令和２年度の下和泉住宅自治会役員の選出委員(偶数班は令和元年/令和２年度担当)が下記の 

通り決まりました。偶数班は令和２年度迄担当継続です。            （敬称略） 

奇数班 (改選) 担当年：令和２/令和３年 偶数班 (継続) 担当年：令和元年/令和２年 

班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 
1 佐藤 友彦 3 中山 公子 2 ※倉島 明宏 4 利元 正秀 

5 根来 信夫 7 濱田 智 6 金子 知佐子 8 富永 進 

9 小倉 栄子 11 松村 豊子 10 伊藤 辰 12 米津 康紀 

13 木村 智雄 15 村山 明美 14 荻野 良江 16 今井 暁子 

17 大西 敏博 19 谷ケ城 安男 18 川上 紀子 20 小内 一明 

21 関屋 武人 23 飯田 律子 22 佐藤 由子 24 原田 武 

※令和２年度委員長                         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 23 名の方々が  

成人式を迎えられます。1 月 13 日（月・祝）『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

れることを祈念いたします。 

成人式を迎えられる皆様は（平成 11 年 4月２日～平成 12年４月 1日生まれ）です。 

漏れていましたら、班役員まで申し出てください。  

班 氏名 班 氏名 班 氏名 班 氏名 

1 桑原 直輝 9 平山 明日香 12 塩幡 聡太 17 信田 菜々 

2 佐藤 由奈 9 片桐 大輔 12 竹川 拓臣 19 関本 和哉 

4 川端 凛子 10 関根 葵 16 山下 虎佑 19 志村 史子 

4 中里 花菜 11 山本 健成 17 六田 博己 19 山本 聖也 

5 小林 龍人 11 天野 雄太 17 秋山 和也 20 前田 裕樹 

8 小谷 竜也 12 伊勢野 優樹 17 小田和 亮   

新成人が産声を上げた 1999 年～2000 年は、バブル崩壊から始まった平成不況が続いた時代

でした。２０世紀の人類・科学の発展は、目を見張るものがあり、科学の発展は産業の発展をもた

らし大量生産・大量消費の社会を生み出し、また環境など多くの問題を生みました。産業革命以降、

人口の増加のペースが速まり、２０世紀初頭の人口１５億人が２０世紀末には６０億人（１９９９

年１０月現在）に膨れ上がりました。 

１９９９年の横浜は、市長は高秀秀信、人口は３４０万人（現在３７５万人）、８月に市営地下

鉄ブルーラインが戸塚駅～湘南台駅間開通（当時、地下鉄として最長営業区間）。 

これで、やっと下和泉住宅も横浜のチベットから脱却？ また、1999 年はコンピューターの２

０００年問題の対応に追われた年でもありました。 世の中を見渡すと、5月自動車のナンバープ

レートの分類番号 3 桁化。6 月男女共同参画社会基本法公布・施行。８月日本の国旗・国家法公

布施行され、「日の丸」・「君が代」が制定。9月東海村 JCO臨界事故発生。10月上信越自動車道

が全線開通。12月 JR 東日本奥羽本線の山形新幹線が開業。「五体不満足」の本が４００万部のベ

ストセラー、「だんご３兄弟」CD が２５０万枚の売り上げ、「子犬型ペットロボット AIBO」が発

売、９月福岡ダイエーホークスがリーグ初優勝、などの出来事がありました。 流行語大賞は、「ブ

ッチホン」「リベンジ」「雑草魂」、1999年の今年の漢字は「末」で「末広がり」の期待を込めて 

でした。 
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  第 3６回 囲碁・将棋・麻雀大会 開催のお知らせ    

文化体育部 

自治会員の皆様、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。 

  尚、参加費は無料で昼食と賞品を用意しております。 

        記 
日  時：令和２年２月２日（日）      

午前 9:00 ～ 午後 2:00（集合 8:50） 

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 

賞  品：それぞれに優勝・準優勝・３位（麻雀には飛び賞もあります） 

申込先 ：自治会館（各グループ別の申込み表にご記入下さい） 

申込受付：申し込みは終了いたしました。 

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 

 

1２月６日(金)花壇の日（１０:00～１０:３０） 

   保健環境部の女性たちで花柄摘みをしました。パンジーはハサミで切ると雑菌がつくので 

   素手で摘み取り、指先は真っ黒になりました。 

12月８日(日)ハマロード・サポーター（９時～１０時）に９名の参加。落ち葉を拾い、雑草 

  を取りました。 

次回「花壇の日」は 1 月 1２日(日)  10：00～11：00 

ハマロードサポーターはお正月休みです。 

 

 初冬の花壇歩き 
 
 斑入り葉で小花が穂状に咲くピンクの金魚草、甘い香りでボリュームたっぷりに咲く八重咲き 

のピンクのストックを中心に、花壇の縁には目入りのパンジーの白、白のデイジー、ピンクと 

白で花色合わせをしてみました。華やかな空間をお楽しみください。 

 

    「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：令和２年１月１２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） 
 

 令和２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。 

 １）開 催 日 時 令和２年１月２６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．事務員募集（２０20 年度） 

   自治会館の事務を行う事務員を募集します。ボランティアですが、ご協力いただける方の 

  募集をお待ちしています。申込期限：１月１8 日（土）、連絡先：前原（８０１－１９８２） 

2．２０２０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 

   ２０20年度（２０20年４月～２０２1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日迄に事務員に提出して 

    下さい。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。 

 

    シルバーサロン さくら    
   １月１5 日（水） １３時～１５時        

             かるた会 ・ 抹茶             

                                       

              会場は自治会館です。参加費：１００円        

     問い合わせは、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）           

                             
 

   交通部・防災防犯部からのお知らせ 
                                 下和泉住宅自治会 

                                           交通部・防災防犯部 

    令和元年５月１日～１１月３０日までの７か月間に下和泉住宅地域内で駐車票表示の 

無い車が複数回駐車していたのが見受けられました。なお、基本的に当自治会地域内道路の 

ほとんどが、道路交通法第４５条（駐車を禁止する場所）の規定により駐車禁止となって 

おり災害時の消防車、救急車等の通行の妨げとなります。どうぞ道路交通法第４７条（停車 

又は駐車の方法）をお守りください。 

  

お知らせ 
 

     ＜入 会＞     ８班 小西 晃         １２月 １日 届出 
 

      ＜転 出＞   １１班 古澤 久年        １２月 １日 届出  

 

   ＜世帯主変更＞   １０班 安原 美佐子       １２月１６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 

          １０班 安原 勝彦 （享年８０歳）１０月２９日 逝去 
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年号が令和になって初めての神明社の初詣が 

 執り行われました。改めて神明社のいわれを 

 読んでみると、安永元年に鈴木伊佐衛門氏が 

 この地の守り神として祀った祠でした。 

 今は有徳の有志の方々により町内の繁栄と 

家内安全を願って下和泉神明社として祀られ 

ています。下和泉住宅の皆様も、自治会の 

五月祭りや住宅祭の意義を感じて、神明社を 

今一度大切に守り、安寧を祈りたいものです。 

 

班会議日程表 

  日   程    時    間    第一会議室    第二会議室 

 2月15日（土）    9：30～12：00       １班       ２班 

   13：00～15：20       ３班             ６班 

    15：30～18：00       ４班       ５班 

 2月16日（日）    9：30～12：00       ７班       ８班 

   13：00～15：20       ９班       10班  

    15：30～18：00       11班       12班 

 2月22日（土）    9：30～12：0０       13班       14班 

   13：00～15：20       15班       16班 

    15：30～18：00       17班       18班 

 2月23日（日）    9：30～12：00       19班       20班 

   13：00～15：20       21班          22班 

    15：30～18：00       23班       24班 

 

 当自治会の第58回定期総会が来る 4月19日（日） に自治会館において開催されます。 

これに先立ち、令和2年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。自治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。 
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 「どんど焼き」が行われました            富士見が丘連合自治会 
 令和２年1月1２日(日)10：00～13：00、いずみ桜広場にて「どんど焼き」が行われました。当日は 

天候にも恵まれ、暖かい日差しの中、多くの方々にご参加をいただきました。 

「しめ縄」「しめ飾り」「松飾り」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張り、一年 

の無病息災を祈りました。女性部の方々の作った豚汁などの模擬店は行列ができるほど盛況で、 

全体では８８０名、当自治会からは１３６名の参加で賑やかな会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第35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、是非この 

  機会にグループ外の方も参加して交流を深め楽しい大会にしましょう。尚、参加費は無料で 

  昼食と賞品を用意しております。 

 

  日 時 ： 令和２年２月３日（日）午前8時50分集合～午後2時 
  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） 

      ★申し込みは1月中に終了となりました。 

 

富士見が丘連合自治会新年祝賀会が開催されました  

                                                              富士見が丘連合自治会 

令和２年1月1８日(土)「連合新年会」が行われ、今回は和泉第一町内会館で開催されました。 

各自治会会長・泉区長・泉警察署長・泉消防署長・各小学校校長・泉が丘中学校校長各種団体の

来賓を約９０名お招きして開催されました。下和泉住宅自治会からは約２３名の参加となり各自治

会・町内会との親睦を深める会となりました。 
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 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 

 令和２年１月19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。 

シルバー世代を中心に４５名の方が、会費を持ち寄り参加され、楽しく語らいながら親睦を深め 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   「交通安全及び防犯」講習会のお知らせ 
                                               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：令和2年2月10日（月）午後6時～8時まで 

   場 所 ：下和泉住宅自治会館 

   講 師 ：泉警察署の生活安全課と交通課、泉区役所の地域振興課 

  講習内容： （1）泉区内の犯罪発生状況および交通事情 

          （2）DVD鑑賞（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 

 

 

  令和2年「新春マラソン＆ウォーキング大会」 

     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、県立境川遊水池公園 

   令和２年１月２６日（日）、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」は雪の情報がでたため中止になりました。 

 

＊会計よりのおしらせ   2019年日赤募金額・200,710円でした。ご協力ありがとうございました。

  

ひばり会  ３月講座・おしゃべり会        下和泉住宅ひばり会                                                                                  

１、講座   

○日時   ３月７日(土)   午前１０時～１１時４５分 

○講座内容       高齢者の健康法について 

○ 手軽に出来る健康体操・脳体操・ふまねっと運動      会費 １００円 

   ２、おしゃべり会                                                            

          〇日時  ３月１８日（水）      午前９時３０分～１１時 
     〇内容  日常生活の困りごと何でも相談                   会費 無料 
   ＊会場はいずれも自治会館会議室 
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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 
  １月１２日（日）“花壇の日”は9名参加。花柄摘み、雑草、落ち葉の清掃をしました。 

 冬の短い、日差しでもパンジーの花は元気に育っています。 

   次回 ２月９日（日）…ハマロード・サポーター （ ９：００～１０：００） 

                “花壇の日”        （１０：００～１１：００）  

 真冬の花壇歩き・・・前日は雪が降り凍える寒さでした。翌朝の花壇は霜に覆われ白くなってボラン

ティアさんが種から育てた葉牡丹はグラニュー糖をうっすらとちりばめたバラの花の砂糖菓子のよう

です、空気が冷たい早朝散歩は新しい発見がありますね。 

                                        

 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（土）～２０日（木） 

   （２）重 複 調 整 日  ： ２月２２日（土） ９時集合（重複団体へは事前に連絡します） 

   （３）確 定 （支払） 日  ： ３月 １日（日）  ９時集合 

 
  

     シルバーサロン  さくら 
 

２月    ３日（月） 13：00～15：00  会場は自治会館 
        手品 （平井様）     お汁粉             
                             

    ２月１９日（水） 13：00～15：00     
        さいころ遊び              会費１００円  

                  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＞     １８班    白井 里奈        1月２１日  届出 

＜入会＞      ４班    山田 由幸                １月１０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。 

           4班   大野 近夫  享年（87歳）       12月28日逝去   

           4班   上野   宏  享年（84歳）         1月13日逝去 

 

｢あやめ会｣ 運転要員募集のお知らせ                              NPO法人下和泉住宅あやめ会 
 

あやめ会は、送迎活動を開始して20年目を迎えようとしています。高齢化が急増する下和泉住宅は 

体の不十分な方の通院などは大変です。今まで多くの人達のご協力で活動を支えて来ましたが、 

運転要員も高齢になり現在は10名程で、利用会員100名を送迎するのに困難を要しています。 

この活動を継続していくためには運転者の確保が必要です、つきましては下記の要領で募集します

ので退職した方や主婦の方々をお待ちしています。 

募集要項・年齢70歳までで、休日を除き週１回程度本人が活動可能日を決める。（月1～2回も可

能） 

・2種免許を持っていない方、講習を受けて準2種を取得する。(費用は会が負担） 

・ボランティア活動費として、ガソリン代程度を支給する。(協会の規定） 

・活動開始日は、いつからでも出来る。（年間を通して対応） 

・お問い合わせは、あやめ会携帯電話 ０９０－２６３０－６４６２へ。（休日を除く）  



自治会ニュース 

 

第６４０号                                    ２０２０年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 

     
                                                         発行：自治会ニュース部 
 

 定期総会に向けて２月１５日（土）,１６日（日）,２２日（土）,２３日（日） 

に班会議が開催されました。 
 

 班会議においては、４月１９日（日）に開催予定の第５８回下和泉住宅定期総会議案書（案）に 基

づいて、内容協議が行われました。今回の班会議の出席率についても次号で報告いたしますが 

少しでも多くの皆さんの自治会活動への関心を高めるべく、役員一同努力していく所存です。 

 皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

         令和２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    臼井   由梨 庶 務  １３    勝間田  景子  

  ２    寺田   玲子   １４    江川   香澄 副部長 

  ３    伊藤   美由紀   １５    國分   麗子  部 長 

  ４    生田   文子 庶 務  １６    谷口   純子  

  ５    毛利   美佳 副部長  １７    信田   福実  

  ６    渡辺   広恵   １８    山田   久子   

  ７    遠藤   明美   １９    江田   優子  

  ８    大石   あゆみ    ２０    砂子   春麗   

  ９    小曽根  由紀   ２１    岡田   康江  

 １０    高階   知子   ２２    齊藤   ルリ  

 １１    渋谷   愛美 会 計  ２３    鳥井   美由貴 会計監査 

 １２    宮寺   久美子   ２４    金子   枝里夏      

  
 

☆空きびんの出し方皆さんはどのようにしていますか？   環境推進委員 

 今は一升瓶・ビールびん等は普段あまり利用されなくなりましたが、回収に 

出す場合は「資源ごみ」（木）の日ではなく「缶・びん・ペットボトル」（水）の日に 

出すようにして下さい。単価が安く資源回収業者は積極的には回収していません。   

色や形に関係なくびん類は全て含まれます。但し化粧品や薬品（飲み薬除く）の 

入っていたびんは、燃えないごみ（火・土）の日にガラスと表示して出して下さい。 
 

                        

                                       １ 



 

 第３６回 囲碁・麻雀大会が開催されました    文化体育部 

 

     第３６回「囲碁・麻雀」大会が令和２年２月２日（日）に自治会館に於いて 

 開催されました。参加者は老若男女問わず総勢３４名の皆さんで囲碁・麻雀 

 各々の対戦が行われました。 

 今回将棋の部は参加者が少なく中止となりましたが、次回の大会には各部とも、若い方からの 

 参加を待っています。 

  対戦結果 

   １）囲碁の部  

               Ａブロック     優勝：根来 信夫              準優勝：吉木 博       

       Ｂブロック        優勝：菊地 忠二           準優勝：神崎 卓郎  
 

   ２）麻雀の部      優勝：小林 勝彦      準優勝：大橋 勇     三位：藤沢 幹子 

              飛び賞 七位：小松澤 弘安      十  位 ：草野 俊夫     Ｂ Ｂ：横塚 昭夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

  

 

 受賞された皆さん、おめでとうございました。 

  

 次年度も大勢の皆さんの参加をお待ちしております。 

 

 

 

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

     ２月９日（日）ハマロード・サポーター（９：００～１０：００）９名参加 

   立春が過ぎグリーンの雑草が目立ち始めました。北風が吹き寒い 

   朝でしたが、活動しているうちに体がポカポカしてきました。 

  花壇の日（１０：００～１１:００） １３名参加 

  花柄摘み、雑草抜き、宿根草の葉を切り揃えました。 

                                                 

  次回３月８日（日）  ハマロード  ９：００～１０：００ 

          花壇の日  １０：００～１１：００  
               花柄つみなど花壇の手入れを行う予定です。 

 

 

 

                         ２ 



 

立春の花壇歩き ２月９日（日） 

 

 霜柱がサクサクと音を立てる足元でも、植物たちは新しい季節の用意をしています。 

シックな色合いの花をうつむき加減に咲くクリスマスローズ、まるでお辞儀をしている 

ようです。 

 新春マラソン＆ウォーキング大会が開催されました 
 

   １月２７日（日）に県立境川遊水地公園にて                主催：富士見が丘連合自治会                         

   開催予定でしたが、天候不順ため中止され         協賛：地区スポーツ推進委員協議会 

  ました。来年の開催をご期待ください。        泉区役所、県立境川遊水地公園 
  

    

 「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（月）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４２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 
                                               

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

 吊るし雛アート展開催中です 
 

   天王森泉公園において毎年恒例の吊るし雛アート展 

   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 

   りの数が約２０００体もあり、まさに圧巻です。 

   ＹＣＶでも 紹介されていました。 

   ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 
 

 期 間： ２月８日(土)～３月８日(日) 

 時 間： ９：３０～１６：３０ 

      ※休館日 2/12(水),2/25(火) 

 場 所： 天王森泉公園・泉館 

                 ３ 



 

              シルバーサロン さくら  
 

      ３月２日（月） 新型コロナウイルス感染予防のため中止します。             
                                                                                                                    

       ３月１８日（水） １３時～１５時           会場：自治会館           

         歌・ゲーム（甘酒）で楽しいひと時を      参加費：１００円 
 

                                            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〉       １２班   秋本  洋一      ２月 ２０日  届出  

              １５班   本山  広志      ２月 １０日  届出 
 

〈出生〉         ４班    高野 大知           ２月 １６日  届出 

 

〈転入〉         ６班    渡辺  初美            ２月 １３日 届出 

 

  〈転出〉           ６班   田原 登美子          ２月 １４日   届出 

                   １６班   吉澤 美智子            １月 ２６日 届出 

                   １８班   安藤 和賛             ２月   ５日 届出            

                                 

   〈休会〉       １５班    青木 うた子            １月２９日  届出 

  

  〈退会〉      １４班    登坂 ハナ子           ２月  ８日  届出      

          １５班     佐々木 武           ２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。 

                  ２班  左近田 シサノ            １月１６日  逝去 （享年９６歳） 
                                           

  

                                            

新型コロナウイルス感染症対策について                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                

                    

                     ４ 



1 

 

第６４１号                          ２０２０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              ４月号 

下和泉住宅                           

 

 

 

                                                              

発行：ニュース部 

第５８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（１５.・１６・２２.・２３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 2020 年４月１９日（日）午前１０時～１２時 

      会 場  下和泉住宅自治会館 第１・第２会議室 

        議 題 1 : 2019 年度事業／決算／資産 報告 

          2 : 2019 年度事業活動／資産／会計 監査報告 

            3:  2020 年度事業計画(案)/予算(案) 審議 

            ４: 新役員（奇数班、女性部代表）承認 

            ５: その他 
 

       2019年度班会議出席状況                 総務部             

全体の出席状況は 11.9％（281名／2367名）でした。 
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２０１９年度点描 

２０２０年度 自衛防災隊のご紹介 
 

   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     太田 雅士  7 鈴木 東司 13    村上 耕一 19  糟谷 靖宏 

 2  寺田 和仁  8  阿部 達也 14    上岡 純作 20 小内 一明 

 3 藤岡 尚志  9  飯岡 直樹 15  葛生 多佳子 21  大野 康彦 

 4  芳山 俊男 10  水越 利春 16  大野 則明 22  仲  正史 

 5  間瀬 直光 11  伊藤 春雄 17  三宅 寿江子 23  高橋 武治 

 6  小倉 健一 12  菅原 功 18  加藤 泰子 24  佐々木 隆夫 
 

 

 

 

 一人暮らしお食事会     五月祭り      歩け歩け大会    神明公園草刈り 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ＡＥＤ講習        夏休みお楽しみ会     放水訓練        盆踊り 
 

 

 

  

 

 
 

  案山子コンテスト   車イス使用方法講習会  住宅祭（宵宮）     住宅祭（子供神輿） 

 

 

 

 

  

 

 
  作品展             秋季避難訓練           どんど焼き                 
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 「あるけ・あるけ大会」開催のお知らせ            福利厚生部 
 

    ポカポカ陽気に誘われて、家族や友人と共に地区周辺を散策し、少し歴史に触れ楽しい 

   一日を過ごしてみませんか。今年も２コース用意しました。  

   体力に合わせ、皆さんお誘いあわせてご参加下さい。 

   実施日：５月１７日（日）９：００～１４：００（雨天中止） 

   集合時間 （長いコース）９：００ /（短いコース）１０：００ 

                （俣野公園でお茶とお弁当が出ます） 

   集合場所 ：自治会館                            

                                                       

   行程    短いコース：密蔵院見学（四国八十八ヶ所霊場お砂踏みの体験） 

        長いコース：民話にある「まさかりが淵」の河辺を散策 

     詳細は回覧をご覧いただき、申し込み下さい。 締め切りは、４月 26 日（日） 

 

   

保健環境部からのお知らせ 

                                                                   保健環境部 

 

３月８日（日）ハマロード・サポーター＆花壇の日は、雨天の為中止と 

       なりました。 

  ３月１５日（日）１０：００～ ボランティアさんと共に花壇の手入れを 

         行いました。 ＜８名＞ 

   次回、 ４月１２日（日） 

     ハマロード・サポーター     ９：００～１０：００ 

     花壇の日           １０：００～１１：００ 

     １１：００～花壇の手入れ後。  “ちょこっとお茶会を”          

     行いたいと思います。  （ ＊お花好きの方、是非お集まりください ） 

      皆様のご参加を 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、自治会費の集金にお伺い致します。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致します。 

 

 

自治会館からのお知らせ 
運営委員会 

    ２０２０年度の会館運営委員が下記の通り決まりました 

       ２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで会館運営にあたります。 

委 員 長 高田自治会長 副 委 員 長 植草総務部長 

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 
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  シルバーサロン さくら                              

４月 ６日（月）    1３：３０～1４：３０  頭の体操 

４月１５日（水）  13：３０～ 1４：３０  体操    おしゃべり喫茶 
 

コロナウイルス対策のため今月は、短縮時間となっています、ご注意ください。 

   ※手ぬぐい（タオル可）をご持参ください。    連絡先 

会場は自治会館です。  参加費：１００円     ８班：細谷（803-9425） 

                      １８班：横内（803-1142）  
          

  お知らせ （敬称略）  

 

   ＜転出＞   1４班 佐久間 隆夫   ３月    １日   届出 
                     
   ＜退会＞    ５班 宮内 政雄      ２月 ２４日 届出 

          ２０班   高野 裕       ３月    １日 届出 
 

   ＜休会＞      11 班   米谷 学       3 月  ４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。 

         １４班 鈴木 岩男     ３月 ６日  逝去（享年９０歳） 

       １５班   森田  寛     1 月２３日  逝去（享年 81 歳） 

 ２０班 入内島 美津子   2 月１6 日  逝去（享年 82 歳）                                                       

２４班 小林 嘉富     2 月２１日  逝去（享年８１歳） 
  

  「２月に配布した会員名簿で下記の記載ミスがありました。お詫びいたします。 

      誤  ２３班 水間 奈津江  → 正 ２２班 水間 奈津江                                                              
 

下和泉住宅内【早朝啓発】実施の報告をします             環境推進委員 
３月１０日（火）ゴミ集積所９カ所を循環局職員と共に廻りました。                          

①紙類の混入 (レシート・ロールペ-パー芯・菓子箱)②納豆の容器・たれ小袋・（プラゴミ） 

③スプレー缶のふた（分別）④林檎 3個（食品ロス）⑤衣類（古布は雨の日は出さない） 

⑥剪定枝 （多い時は何回かに分けて・乾かして）等々指摘がありました。 

番号の付いていない所もあり、この機会に各戸通し番号を付ける事をお進めします。 

分別し、燃やすゴミ量を減らすことを考えていくには、いい方法かと思います。 

すでに実行している班も多くあります。                                                          

 

「旧・会員名簿の回収について」のお知らせ              総務部 

「旧・会員名簿」又は「役員引継ぎ資料」「班長引継ぎ資料」等 

    不要な書類を回収します。 

     １） 回収期間  ４月 1日（水）～４月１５日（水） 

     ２） 場所・時間 自治会館 １０：００～１６：００ 

     ３） 持ち込みが、困難な方は班役員へ  班役員→自治会館  
             

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。高部、鶴田は本号をもって役目は終わり 

以降は一読者として見守りたいと思います。会員皆様のご意見を多く寄せて頂き、５月号 

からは新部長の野田千賀子（１０班）が紙面を彩ってくれると思います。 

引き続き、佐藤玲子（２４班）と新しい役員、ニュース部担当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．今後ともよろしくお願い致します。 
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会長新就任あいさつ 

 

２０年度より会長に就任しました５班の高田です。 

新型コロナウイルスの影響で波乱の幕開けとなりましたが、会員の 

皆様と協力して暮らしやすい住宅となりますように事業を進めて 

行きます。下和泉住宅も世の中の流れと同様に高齢化が進んで 

います。全住民の約４０％以上が６０歳以上となっています。   高田 孝 新会長 

高齢化、一人暮らしが進むと住民同志お互いの助け合いが大切に 

なります。住民同志のコミュニケーションの活性化を重点的に役員一同、事業を推進して 

いきます。会員の皆様も「できる時にできる事を、みんなで助け合える町内をめざしまし 

ょう！」をモットーに自治会活動にご協力いただければ幸いです。 

 

【退任ご挨拶】                   小林俊彦 
令和２年４月 19 日の第 55 回定期総会（新型コロナウイルスの拡大の為書面表決）で、 

自治会長を退任させて頂く事になりました。 

10 年の長きに渡り会長を務められたのは、役員を初め、会員皆様のご協力の腸物であり、 

あらためて厚く御礼申し上げます。 

この間、自治会創立 50 周年を初め深谷通信隊跡地の返還、E バスの路線化等々、諸事業が 

実施出来ましたが、一方では急速な高齢化が進んでおります。 

これからは、高田新会長を中心に、諸事業・行事が推進されます。微力ではありますが、  

協力させて頂きます。皆様にもご支援、ご協力をお願い致します。 

私が自治会活動に係ったのは、平成２年に体育指導委員（現スポーツ推進委員）を引き受け 

て 22 年、副会長２年、自治会長 10年と、ダブリを含め 31 年間に渡ってしまいました。 

これは皆様のご支援があったればこそであり、心より感謝申し上げます。 

今後の自治会活動に、皆様のご支援・ご協力をお願いし、退任の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

会計からのお知らせ                       自治会・会計 

 

 

自治会費（５月～７月分）集金延期について 
   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～７月分の自治会費」を従来は５月に集金していましたが、新型コロナウイルスに 

対する２０２０年４月３日付「厚生労働省見解」及び 4/7 付「緊急事態宣言」、「横浜市長 

コメント」により延期します。 

集金は 6 月に実施を予定していますので、ご協力をお願いします。 

  併せて、半年払いや年間払いのご協力をお願い致します。 

 

                   １ 

 

 



 

 

自治会役員の紹介 

◎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  

５ 会 長 高田 孝  ＊ １４ 班役員 河辺千枝子（広報・保健）  

１８ 副会長 横内 菊代  １５ 班役員 本山 広志（総務・文体） ＊ 

１ 副会長 前原 康博  １６ 班役員 吉田 辰海（総務・福利）  

８ 副会長 佐藤 政則  １７ 班役員 末長 栄子（文体・交通） ＊ 

２１ 副会長 関屋 武人 ＊ １８ 班役員 阿部 良三（総務・交通）  

６ 会 計 小松澤弘安 ＊ １９ 班役員 瀬口 隆志 （交通・防災） ＊ 

１ 班役員 星  廣信（防災・福利） ＊ ２０ 班役員 庄司さをみ （保健・文体）  

２ 班役員 浅野 清美（交通・総務）  ２１ 班役員 柴崎富士夫（文体・ニュ） ＊     

３ 班役員 浦上 和男（ニュ・交通） ＊ ２２ 班役員 本山 幸利（文体・福利）  

４ 班役員 栗原 正夫（防災・交通）  ２３ 班役員 久保スミエ（広報・総務） ＊ 

５ 班役員 髙橋美智子（福利・文化） ＊ ２４ 班役員 佐藤 玲子（福利・ニュ）  

６ 班役員 植草 幸子（総務・防災）  １５ 女性部代表 國分 麗子 （2020 年度）  ＊ 

７ 班役員 熊田 春未（保険・防災） ＊ １５ 監 事 髙尾 勳  

８ 班役員 箭内 昭一（文体・保健）  ２２ 監 事 南野香代子 ＊ 

９ 班役員 河口 弘 （ニュ・総務） ＊ ２ 役員選出委員 委員長  倉島 明広   ＊ 

１０ 班役員 野田千賀子（ニュ・広報）  ９ 役員選出委員 副委員長 小倉 栄子     ＊ 

１１ 班役員 佐々木政造（交通・保健） ＊         

１２ 班役員 小林 泰子（防災・文体）                  

１３ 班役員 望田 壽子（保健・福利） ＊         

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 

     

４月、５月の主要行事の運営方法変更・延期・中止 

 

新型コロナウイルス対策として下記の主要行事は、運営方法変更・延期・中止とします。 

１． 行事 

１）一人暮らし食事会 ５/１６（土）中止 

   ２）あるけあるけ大会 ５/１７（日）中止 

 

２． 役員会・連絡会 

１）総会   ４/１９（日）  総会は委任状、書面審議に変更 

     ２）役員会  ４/２５（土）  中止 

     ３）班長会議 ４/２６（日）  班長会議は５/３１（日）１９：００～に延期 

        ※ 回覧等の班長業務は、実施していただきますので、前班長からの 

          引継ぎは必ず実施して下さい。 

    

富士見が丘連合・地域社会福祉協議会等の各種行事も延期・中止となっているものがあり 

ます。掲示板等で確認してから参加をご検討下さい。  
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     冬花のプレゼント                   保健環境部 

✪ 『花壇の日』５月１０日（日）10：00〜11：30；花壇の 

植え替えの時期が来ました。 

冬季の花（パンジー・ノースボール等）の抜き取りを行い 

ますが、まだ十分な美しさを保っていますので、更に大事に 

育ててくれる方に、差し上げたいと思いますので、レジ袋を 

持ってお集まり下さい（神明公園環境倉庫の前） 

✪ ６月７日（日）神明公園の『草刈り清掃』を予定しております。 

皆様のご協力をお願い致します。（詳細は回覧等で知らせします） 

✪ ５月１０日（日）予定のハマロードサポーターは中止です。 

  【新型コロナウィルス】によるストレスを、少しでも花で癒しましょう。 
 

                                                  

 
                                     会館運営委員会 

１・定期利用（７・８・９月度）申込みについて 

（１） 申込書配布・受付：５月１日（金）～２０日（水） 

（２） 重複調整日   ：５月２３日（土）９時集合 

      (重複団体へは事前に連絡します) 

（３） 確定（支払）日 ：６月７日 （日）９時集合 

 

自治会館利用の変更について 
 

すでに回覧及び掲示版などでお知らせしていますが、「緊急事態宣言」の発令を 
受けて、自治会館の利用を変更しました。 

会員の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

なお、会館の利用は下記の通りです。 

 

１． 会館利用は自治会活動に限定し、一般の方の利用はご遠慮願います。 

但し、コピー等は下記の時間帯で利用できます。 

２．開館時間は９時から１２時３０分までとします。（自治会内部会議等を除く） 

３．期間は４月１１日から５月６日までとしますが、状況によっては延長すること 

    もあります。従って、５月号のニュースが届くころには、延長してるかも 

    しれませんので、ご注意下さい。 

                     

『第十回下和泉住宅神明公園五月祭り』 
下和泉住宅在住の皆様へ                五月祭り実行委員会 

 毎年、「下和泉住宅神明公園五月祭り」を下和泉住宅在住の方々の融和と親睦を図るため 

開催しています。今年は新型コロナウイルスの終息が未だ見込めないため、住宅内の多くの 

方々が集まります、5 月 10 日開催予定の令和 2 年「五月祭り」を新型コロナウイルス感染 

防止のため残念ながら中止とすることといたします。 

 

                      ３ 



 

 

 

シルバーサロン さくら 
４月７日「緊急事態宣言」が、安倍首相から発出されました。  
 

不要不急の外出や、「密閉」「密集」「密接」この３条件が同時に 

重なる感染リスクの高い場所を避け、[こまめな手洗い][せきエチケット]の          

       徹底を強く求められました。それを受けて                              

 

サロン行事も４月１５日（水）５月４日(月)を中止とさせて頂きます。                 
   

                       連絡先  ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

                                         １８班 横内 ８０３－１１４２ 

 

 

お知らせ（敬称略） 
 

 ＜入会＞      8 班   奥道 貴史     4 月 15 日 届出 

   

 ＜出生＞  １２班   井上 晴真     4 月 15 日 届出 

       １３班   大橋  愛     ３月 28 日 届出  

 

＜休会＞   ８班   青木 みつ子    ４月 １日 届出 

 

＜退会＞   ２班   橋爪  健     ２月 10 日 届出 

 

 

   新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      ４ 
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20２０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  小川  洋子 6 

  〃  北原  志津江 １２         

  〃  横内  菊代 １８         

青少年指導員 ※ 宮城  幸司 １６  和泉双葉会  熊坂  喜久次 １９ 

   ※ 澁谷  優 １１  和泉第二双葉会  榊   順義 １３ 

スポーツ推進委員  太田  久夫 １０  神明社保存会 ※ 佐々木 隆夫 ２４ 

   〃  六本木 武志 １０  NPO 法人あやめ会  青木  緑  20 

保健活動推進員  尾崎  直子 ５  会館運営委員会  佐藤  政則 ８ 

   〃  武智  利幸 ４  会館維持管理  （未 定）  

   〃  小田和 純子 １７  自衛防災隊 ※ 伊藤  春雄 １１ 

消費生活推進員  小黒  郁子 23  シルバーサロン さくら  中田  勇 １５ 

   〃         高橋  うら子 １７  ひばり会  高澤  敏男 １１ 

あすなろ子供会 ※ 角町  文弘 １  鼓打ち会  寺田  和仁 ２ 

  ※ 「2020 年度新委員」 

 

自治会費の徴収変更について 

新型コロナウイルス感染対策の影響で、予定しておりました行事（一人暮らし食事会、 

あるけあるけ大会、納涼盆踊り大会等）を止む無く中止することになりました。 

楽しみにお待ち頂いた会員皆様の落胆に答えたく、新型コロナウイルス感染対策支援の 

一助として、自治会費の 5～７月分の徴収を見送らせて頂きます 
本年度の、自治会費徴収は 8 月から開始致します。会員様におかれましては、３密を避け 

新型コロナウイルス感染対策を実施して頂きます様、お願い申し上げます。 
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                               下和泉住宅自治会 

   『下和泉住宅納涼盆踊り大会』のお知らせ 

   下和泉住宅の皆様へ 

   例年多くの住民の参加をいただいて開催しています。 

   ８月の納涼盆踊り大会は、新型コロナウイルスの終息が見込めない 

   ため、感染拡大防止・予防の目的で中止することと致します。 

 

花壇の日のお知らせ                 保健環境部 

 花壇の日（５月１０日）にボランティアの皆さんを含め 

１８名の協力で、冬花の抜き取り（パンジー・ノースボール等 

約 370 株）『3 密』を避けながら無事終了。 

又、抜き取った花を、数名の希望者に譲渡しました。 

夏花の植え付けは、５月３１日（雨の時６月１日） 

 

♠今後の予定 

 ６月７日予定の神明公園の『草刈り清掃』は中止 

 秋の『草刈り清掃』は９月２０日（日）を予定しています。 

 

７月 5 日（日）の『集水溝の清掃』は実施予定です。 
 

♠ハマロードサポーター について 

 『新型コロナウイルス』感染防止のため６月１４日・７月１２日は 

 中止になりました。 
 

 

  資源ゴミ『古布』の自宅保管のお願い 
資源ゴミの内、『古布』は海外に輸出され、リユースや 

リサイクルされていますが、『新型コロナウィルス』感染症の 

影響により、輸出先の海外の工場の稼働が停止しており、 

リサイクルが滞っています。 

  従って、しばらくの間『古布』については、できる限り 

各ご家庭で保管していただきますようお願いします。 

 

横浜市資源循環局業務課（=045-671-3819） 
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     要援護者登録申請 募集（災害時に支援の必要な方） 

 

下記要領にて「要援護者登録申請」  の募集を開始しますので、登録申請をお願いします。 

1．募集期間   ６月 1 日～６月３０日：募集強化月間（なお、年間を通していつでも 

 申請は受付けています。） 

2．要援護者適用範囲  災害時に支援が必要な方、例えば「身体に障がいのある方」 

「高齢な方」「病弱な方」「一人暮らしの方」「乳幼児がいる方」 

3．登録申請方法 

  回覧されている「要援護者登録申請用紙」に必要事項を記入して提出ください。 

 

・登録申請用紙の記入は本人以外の人(代理人)が、本人了解のうえ記入しても 

かまいません。 

・登録申請用紙が足りない場合は、班役員・自治会館からもらう或いは自治会 

ホームページからダウンロードしてもできます。 

 ホームページ（https://www.izumikuren.net/top.php?id＝93） 

 

・2018 年度以前に登録した方は、再提出は、不要です。 

 

4．登録申請用紙に必要事項を記入してください。 

・登録用紙は、一人一枚です。 夫婦で登録の場合は、各々登録申請を行ってください。 

・「登録・抹消」欄の「登録」に○印をつけてください。 

5．登録申請用紙提出先  

 ・班役員・自治会館或いは自治会館に提出して下さい。 

FAX(045－801－9441 

 

 

 

 さ く ら 

６月 1 日（月）は 中止です。                   会場は自治会館 

                                参加費 １００円 

   ６月 1７日（水） １３:３０～１4:３０  

      内容は未定です。 
 

    持ち物        問い合わせ 

                   8 班 細谷 ８０３－９４２５ 

    マスク着用・タオル      18 班 横内 ８０３－１１４２ 

 

 

 

 

https://www.izumikuren.net/top.php?id
http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93
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 お知らせ（敬称略） 
 
 ＜入会＞ 

２２ 班  和田 直美    ５月 ３日届出 

２４ 班  滝川 壮史      ５月 2 日届出 

１６ 班   野口 勝久    ５月 18 日届出 

 

 ＜出生＞ 

     ２０ 班   栗原 仁     ５月 ３日届出 

 

 ＜変更＞ 

 5 班⇒１７班   髙野  陽輔   ５月 ４日届出 

   １７班⇒ 5 班   髙野  英二   ５月 ４日届出 

 

 ＜退会＞ 

 １ 班  鈴木  康浩   4 月２６日届出 

 ６ 班   柳沼  珠美   ４月３０日届出 

 ２２ 班   内藤  雅美   4 月２１日届出 

 

お詫びと訂正 
 

① 自治会ニュース 5 月号に記載の「◎今年度役員の方々です。」に誤りがありました。 

 

正   ３ 班 班役員 浦上 和男 様 （総務部副部長・広報部） 

誤   ３ 班 班役員 浦上 和男 様 （ニュース・交通部） 

 

② 小林俊彦前会長の「退任ご挨拶」文章の中で定期総会の回数に誤りがありました。 

 

 正  第５８回 

   誤  第５５回 

 

深くお詫びして訂正させていただきます。 
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第６４４号                         ２０２０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 
 

自治会からのお知らせ 

 

１．自治会の新型コロナウイルスに対する対応 
 

新型コロナウイルスの影響で4月・5月の自治会行事および会議の多くを、中止 

あるいは延期してまいりましたが、緊急事態宣言も解除されたことから、 

「３密を避ける」「手洗いの励行」「マスク着用」「換気を良くする」「飲食を伴う会合は 

当面控える」等々の対策を当面継続実施しながら、徐々に活動を再開していきたいと 

考えております。 

今後、国・県・市からの新たな指示が出た場合は、その都度見直しを図っていきます。 

会員皆さまのご協力をお願い致します。 

 

２．回覧板の情報に関するお願い 
 

  自治会からの情報伝達の一つとして、「回覧」を行っていますが、日時・曜日等に 

  ミスがあると思われる場合は、発行元への連絡をお願い致します。 

会員が回覧物の情報を直接変更することは、ご遠慮ください。 

お願い致します。 
 

                     

「夏休み宿題サポート教室」中止のお知らせ         福利厚生部 

 

   新型コロナウイルス二次感染予防および夏休み短縮を受け、    

予定していました「夏休み宿題サポート教室」は中止とさせて 

いただきます。 
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花壇の日のお知らせ                       保健環境部 

 

５月３１日（日） 夏花（ベコニア・サルビアなど）の植付けが無事に終了致しました。 

ボランティアの皆さんを含め１３名で行いました。ご協力ありがとうございました。  
 

６月１４日（日）梅雨空の下６名で花柄摘み・樹木の剪定を実施しました。  
 
次回は７月１２日（日）１０：００より、花壇の花柄摘み・雑草取り及び草刈りの予定 

です。 
 

      紫陽花と夏花のコラボレーション 

「新型コロナウイルス」疲れの中でも 

ひと時の癒しあり、見に来てください 
 

 

 

 

集水溝清掃のお知らせ                    保健環境部 

 
   回覧などでお知らせの通り『集水溝の清掃』を下記の日程で実施します。 

日・時； ７月５日（日）作業開始  午前８：００～ 

        ※ 雨天の場合７月１２日（日）更に雨天の場合７月１９日（日）です。 

 

各班長・役員は７時３０分 に神明社前広場に集合してください。 

      土のう袋と清掃用具を配布します。 

      

 

あすなろ子供会からのお知らせ       あすなろ子供会 

              

   あすなろ子供会の毎年恒例行事の「ラジオ体操」「盆踊り」「お楽しみ会」 

ですが、この度の新型コロナウイルスの影響を踏まえまして 

   子供たちの健康・安全を第一に考え、「中止」させて 

   いただきます。 

 

    今後の行事については、現時点では未定です。 
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ひばり会からのお知らせ            下和泉住宅ひばり会 

 

７月は「講座」「おしゃべり会」を開催いたします。 

     ※注意：「マスク着用」「出席人員の制限」をする場合もあります。 

 

 １．講座 
 

講座内容：「新型コロナウイルス」に負けるな、「コロナ」と一緒 

なくならない「コロナ」どこにいる？  

これからの過ごし方が大事！ 
 
    講 師 ：泉区福祉保健課長 斉藤 昌代 様 

    日 時 ：７月１８日（土） １０時 ～ １１時３０分 

    場 所 ：下和泉住宅自治会館  

    費 用 ：１００円 
 

２．おしゃべり会 
 

  おしゃべり会は日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き等々 
  
  対 応 ：下和泉地域ケアプラザ職員・民生委員 

  日 時 ：７月２２日（水） ９時３０分～１１時 

  場 所 ：下和泉住宅自治会館  

  費用  ：無料 

   

 

 
 

                     さくら 

     
７月 ６日 （月）  １３時３０分～１４時３０分 
                         会 場   ：  下和泉住宅自治会館 

         ＊ 大道芸                     参加費 ： １００円 
 

７月１５日 （水）  １３時３０分～１４時３０分             連絡先  ８班   細谷  ８０３－９４２５ 
                                                                                                     １８班  横内 ８０３－１１４２ 

         ＊ 折り紙飾り （ハサミ持参） 
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しもいずみサポーター募集 
   

 
しもいずみサポーターとは・・・ 
 
災害時に下泉住宅の中で要援護者（援護を必要とする人）を支援するボランティアです 

できる時にできることを、みんなで助け合える町内をめざしましょう！ 

みなさんの積極的な協力をお願いします！  中学生・高校生も登録できます。 

 

１） 登録期間及び登録条件 

期間 ：いつでも募集。７/１～７/３１募集強化月間 

条件 ：下和泉住宅在住者で中学生以上 

その他：登録、抹消に回数制限はありません。 

 

２） 登録方法 

       a)  しもいずみサポーター登録用紙は 

        ・回覧に添付したもの・班役員、自治会館 （開館時間 ９：００～１７：００）から入手または 

自治会HPからダウンロード 

自治会 ＨＰ（http:／／ｗｗｗ．ｉｚｕｍｉｋｕｒｅｎ．ｎｅｔ／ｔｏｐ．ｐｈｐ？ｉｄ＝９３） 

       ｂ）登録用紙に必要事項を記入し、下記で提出ください。 

・自治会館または班役員に提出  

・自治会館：ＦＡＸ（０４５－８０１－９４４１） 

・自治会館メール：ｓｈｉｍｏｉｚｕｍｉｊｙｕｔａｋｕ＠３３．ｃａｔｖ－ｙｏｋｏｈａｍａ．ｎｅ．ｊｐ 

         （メールの場合、氏名（ふりがな）、班、住所、電話番号、年代、性別を記載頂ければ、 

          登録用紙の添付は、不要です。１８才未満の方は、保護者のサインが必要のため、 

          登録用紙添付が必要です。） 

３）しもいずみサポーターの役割 

        災害時に自分自身および家族の身の安全を確保した後下記を実施する。 

        ・要援護者の「安否確認」 「救出救護班および機関への連絡」 「避難支援」 

４）その他：訓練前の説明会のみで、定例会議はありません。 

 

 

お知らせ（敬称略） 
   
＜出生＞  ２０班  水野颯斗

は や と

       ６月 ５日    届出 
 

   ＜転出＞  ３班   松井謙治      ６月１４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 

       １１班  和田光雄      ６月１９日   逝去（享年８４歳） 

          １２班  畠山勝美      ６月 ３日   逝去（享年８２歳） 

          ２４班  鈴木得寿      ５月２３日   逝去（享年８２歳） 
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自治会ニュース 

 

令和２年度日本赤十字社資募集に関するご報告     

第６４５号                    ２０２０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 

酷 暑 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 
     

敬老会中止のお知らせ                    福利厚生部 

   

    毎年恒例の、『敬老会』は、新型コロナウイルスの二次感染拡大を防ぐため 

   今年は『中止』と致します。                   

    

   自治会内における、敬老対象者数は ５６１名となります。 

 

   《 喜寿を迎える方３３名 

米寿を迎える方２３名 

白寿の９９歳以上の方６名》の方には、従来通り記念品を贈らせていただきます。 

 

    今年は「敬老会」の催しは中止となりますが、敬老対象の方全員に心ばかりの品を 

お贈りさせて頂くことといたします。 
       

「盆踊り・住宅祭検討委員会」 開催 

 

  自治会アンケート等で要望のありました「盆踊り・住宅祭検討委員会」を 

7月 19日（日）に下記委員により開催しました。 

 

  盆踊り・住宅祭の内容・進め方等について、活発なご意見・ご提案をいただきました。 

 今後、自治会の中で検討し、事業に反映させていこうと思います。 

 

  委員： 自治会役員 10名、女性部 6名、あすなろ子供会 4名、 

スポーツ推進委員 2名、青少年指導員 2名、神明社保存会 ２名  合計２６名 
 

   

                                                                 

 

                                                                      会 計 

                                                     
本年度の募金総額は ２１６，０６０円 ４５５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。                
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 保健環境部からのお知らせ                保健環境部 

 

      集水溝清掃                            

 

7月５日（日）、皆さまのご協力のもと、無事に 

実施することが出来ました、有難うございました。 

 

  

 

 

 

なお、不具合指摘箇所 3件（清掃不可等々）については 

後日「泉土木事務所」へ報告しました。 

さらに、不具合箇所があるようでしたら、 

秋の台風シーズン前までに各班役員へご連絡願います。 

 

花壇の日活動 

7月 12日（日）『花壇の日』10：00～ 

梅雨の晴れ間に花壇の草取りと周囲の草刈りを、                                       

ボランティアの方を含め １０名で行いました。 

 

8月の『花壇の日』と『ハマロード・サポーター』活動はお休みといたします。 

 

また、夏季（７．８．９月）の花壇の水やりは、新型コロナウイルスや熱中症との闘いと 

なりますが水やり当番 12名（2名 1組）でスタートしました。 

 

 

 

シルバーサロン  さくら 

８月 ３日 （月）  １３時３０分～１４時３０分    

             フラダンス （長谷川） 

                                     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            
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ひばり会 からのお知らせ 

 

    7月 18日（土）に『コロナに負けるな‼ から コロナと一緒へ』と題して、 

   泉区福祉保健センター 福祉保健課 斉藤昌代課長の講座が、午前 10時から 

   自治会館にて開催されました。当日は、雨が降って肌寒い日でしたが、３９名の      

参加を頂きました。 

 

新型コロナ感染症は、今はまだ正体が解からず 

怖い存在ですが、「うつっているかもしれないと 

考えて、うつさない行動を徹底することが大切」です。 

 

 

 

しばらくは、「三密を避け」特に「マスク着用」を心がけて下さい。 

  8 月講座・おしゃべり会 開催のお知らせ 

     注意） マスク着用 参加人員の制限を行う場合もあります。 
 

１． 講座  

１） 開催日時  8月 12日（水） １０：００～１１：３０ 

２） 講座内容  『新手の振り込めサギに要注意』プロが教えてくれます。 

       コロナ給付金など騙されやすい手口に注意！ 

      講師：泉警察生活支援課 白井克明 警部補  

 
２． おしゃべり会 

１） 開催日時  8月 25日（火） ０９：３０～１１：００ 

２） 内容    日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き 

      対応担当 ケアプラザ職員・民生委員 

    会場は、いずれも自治会館会議室となっています。 

 

 

おうちの前で遊んでいるキミへ！     民生委員・児童委員 

  その道路は公道です。 

         ボール投げ・スケボー・お絵かきなどは危険です！ 

         公園で遊びましょう。 
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 あやめ会の利用料金改定についてのお知らせ         

下和泉住宅 NPO法人あやめ会 

 

   あやめ会は、事業開始して 20年目を迎えました。これも会員各位のご協力とご支援の 

  お陰と、厚くお礼申し上げます。利用会員は年々増えており、送迎活動はこれからも重要な 

  取り組みと考えております。 

   つきましては、事業の開始以来料金の改定は行っていませんでしたが、タクシー料金の 

値上げなど諸般の事情を考慮し、あやめ会も料金の値上げをさせていただくことになりました。 

実施は 9月 1 日より、1キロ当たり 150円を 180円とさせていただきます。 

  「新利用券」は 9月 1日（火）より発売いたします。「旧利用券」は使えませんので残券を 

  お持ちの方は「あやめ会」に連絡いただければ精算いたします。 

 

 

 

    

 

 

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

 

◆ 夏季休館日    8月 13 日（木）～ 16日（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（土）～２０日（木） 

（２）重複調整日    ： ８月２９日（土） 9時集合 

   ⇒ 重複団体へは事前に連絡いたします。 

（３）確定（支払い）日 ： 9月 6日（日） 9時集合 
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第６46 号                          ２０２０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   

 

 

各部活動紹介 

   会員の皆さまに、自治会の活動内容を知っていただくことを目的として、今月号より 

   毎月、各部の紹介を順次掲載することといたします。 

 

その１.総務部 

 

 

  総務部ってなにするところ？ 

 

       Ans: 一言で言えば企業の総務部や庶務課と同じところです。 

          いわゆる“何でも屋”です。 
 

 

 

 

【総務部の位置づけ】 

役員会 

 

 

 

 広報部 ニュース部 文化体育部 福利厚生部 保健環境部 防災防犯部 ・・・・ 総務部 

 

 
 

 

 

【業務内容】       【普段の活動】          【メンバー】 
主な業務は以下の通り    他の部署と違い、自治会各行事   世間話が好きそうな、明るい、 

・役員会等の会議準備＆運営  （盆踊り、住宅祭、防災訓練等）   ユニークなメンバー構成です。 

・総会の準備＆運営       の前面に立っての活動ではなく  ・浅野清美(2班)  ・植草幸子(６班) 

・自治会規約管理 等     毎月の部会及び会議準備＆運営  ・吉田辰海(16班)・阿部良三(18班) 

等の、裏方の活動が主です。   ・浦上和男(3班)  ・河口 弘(9班) 

                               ・本山広志(15班)・久保スミエ(23班) 
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自治会内 各行事の開催中止のお知らせ 
 文化体育部 

 

下和泉住宅の皆様へ 

「住宅祭」中止のお知らせ 
 毎年１０月開催の住宅祭は、「新型コロナウイルス」感染拡大防止のため 

本年度は中止いたします。 

 

 
 

秋の草刈り中止・他のお知らせ                   保健環境部  
 

☆ 9月 20日（日）予定していた「秋の草刈り」は『新型コロナウイルス』の感染防止の 

ため中止にします。  
 

☆ 『花壇の水やり』8月なった途端猛暑となり、人も花も ぐったりですが、花を愛する 

メンバーは猛暑やコロナウイルスに負けず『花壇の水やり』を頑張っています。 
 

☆ 9月 13日（日）ハマロードサポーター（8：30 さくら広場集合） 

コロナウイルスの影響で中止なっていたハマロードサポーターですが、 

今期最初の実施です、皆さんの参加、宜しくお願いします。 
 

☆ 9月 13日（日）花壇の日（9：30環境倉庫前集合）；花柄摘み及び草刈り 
 

☆マコト紙業より資源ごみの古紙を出される時のお願い（例；段ボールの場合） 
 

 

 

 

 

 

※ 再生効果の大きい資源（資金）ゴミです、ご協力お願い致します。 

 

                                        
 

 
   作品展中止のお知らせ                       会館運営委員会 

 

    新型コロナウイルスの二次感染予防の為、 

今年の作品展は中止とさせて頂きます。 
 

     来年度は皆様の多数の作品をお待ちしております。 

是非、奮ってご出展下さい。                         昨年の作品展 
 

 

バラに箱詰めしないで，

キチンと紐で束ねる事
X
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ひばり会 ９月講座・おしゃべり会      下和泉住宅ひばり会 
＜注意 マスク着用 人員の制限をする場合もあります。＞ 

 
   1、講座  

           会費１００円 

    〇日 時  ９月１２日（土） 午前１０時～１１時３０分 

    〇講座内容  「笑いとヨガ」で気分を和らげよう 

           硬くなった筋肉を伸ばし、体を動かして若返ろう 

        講師 介護予防運動指導員 鶴貝 恵子 様 

 

   ２、おしゃべり会                 

 会費無料 

    〇日 時  ９月２３日（水）午前９時３０分～１１時 

    〇内 容  日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き 

        対応者 ケアプラザ職員・・民生委員 

        会場はいずれも自治会館会議室 

 

  

 

 

あやめ会からのお知らせ 

 

 下和泉住宅のあやめ会会員の皆様には、日頃よりご利用いただき、誠にありがとうございます。 

あやめ会は、９月１日より料金改定を行い、１キロ１５０円を１８０円に値上げさせて頂きました。 

よって、９月１日からは新利用券（黄色）を購入してご利用ください。 

 旧利用券は、使用できませんので９月３０日までにあやめ会へ、氏名と枚数をご連絡ください。 

後日（１０月中旬頃）旧利用券と引換えに現金をお渡しします。 

 
 

 

       シルバーサロン   さくら 

 ９月 7日（月） １３：３０～１４：３０  

    フラダンス（大西）  

      ９月１６日（水）１３：３０～１４：３０  

        ゴルフ遊び 

 

 

 

      会場は自治会館です       問合せ ８班 細谷（８０３－９４２５） 

      会費  １００円           １８班 横内（８０３－１１４２） 
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                     民生委員・児童委員 
 

    危ないよ！！ 
 

      お家の前の道路でのボール投げやスケボー・ 

お絵かきはキケン だよ！ 
  

      公園で遊ぼうヨ ！！ 

 

    

                         

     

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ（敬称略） 

 

 ＜出生＞  １０班 山本 凌輔      8月 24日 届出 
 

＜入会＞  １４班 林 達也       7月 28日 届出 

 

＜転出＞  ５班 榎本 幹男      7月 27日 届出 

 

  ＜退会＞ ２４班 菅原 成年      8月 1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。 

        １８班  川端 章一    ７月 24日 逝去（享年 88 歳）             
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主な行事の 
アナウンス 

第 647 号                       ２０20 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 

                                                             
  

各部活動紹介 

今月は、 広報部の活動、役割を紹介いたします。 

その（２）広報部 

【 活動内容 】 

   １）自治会員の確認（新規加入＆退会等） 

   ２）「自治会ニュース」の配分（929 戸分/会員）   全戸配布・配分/毎月 

   ３）「県たより」・「広報よこはま」（1,051 戸分）   （2020 年 5 月１日現在） 

       その他の全戸配布 

       「ヨコハマ議会ニュース」4 回/年・「自衛防災隊ニュース」2 回/年 

   ４）回覧物の配分    3～4 回/月（24 班/103 コース） 

   ５）掲示板の掲示（10 カ所）＋自治会館 

   ６）掲示板の管理 

     *掲示板の清掃 （ガラス戸）＝6 月 12 月 

     *備品確認 （マグネット等）＝毎月 

   ７）広報部管理備品の手配と購入  

     *回覧板・配布物入れ（B４プラケース） 

     *班長グッズ入れ厚紙 Box（集金伝票・記録ノート等） 

   ８）広報車による巡回放送（自治会行事の案内） 

     *神明公園春季草刈り清掃（6 月）*集水溝清掃（7 月） 

     *盆踊り大会（8 月） 

     *神明公園秋季草刈り清掃（9 月）*住宅祭（10 月） 

     *要援護者支援訓練・防災訓練（11 月）  

   ９）掲示板：掲示物に『掲示期限』のスタンプを押印する 

     （開催期日や xx 号と明確な掲示物は押印パス） 

    10）配布・掲示の許可判断 

     *自治会・行政・協力団体『以外の発行物』は自治会長に委ねる 

  【２０２０年度 広報部メンバーと各種情報のお届け担当】 

メンバー 回覧、配布物のお届け班 掲示板の管理 広報車 

浦上和男 （３班） １～ ６班 No.3，4 乗車担当はその 

久保スミエ（２３班） ７～１２班 No.5，6，9 都度決定 

河辺千枝子（１４班） １３～１８班 No.1，8  

野田千賀子（１０班） １９～２４班 No.2，7，10  
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  防災防犯部 

 車イス講習 

  9 月５日（土）午前 10 時より自治会館第一、二会議室において車イス講習会が開催され 

ました。今回は、新型コロナウイルス感染症予防のため対象者を役員・しもいずみサポーター 

のみとし 参加者１４名はでした。 

講師 ３名 [ケアプラザ＝１名・（株）YAMASITA（福祉用具レンタル）＝２名]による 

 自走式（３台）、介助式（３台）計６台 2 種類の車イスをひいて移動できる補助具（じんりき） 

の説明を受け、講師の指導で車イスの操作方法を、実技を交えて行われました。 

参加者は交互に車イスに乗る人、押す人に分かれて実体験もしました。 

また、災害時を想定して車イスを 4 人で持ち上げて移動することも体験しました。 

毎年実施していますので興味のある方は、ぜひ参加してください。 

   

                    

     

 

 

 

 

                                                   

 

     4 人で持ち上げ              じんりき車イス 

 

 

福利厚生部                   
 

     敬老会のお知らせ 

   敬老の日（９/２１日）に、各班役員に協力を頂き対象の方々に記念品を無事にお届け 

する事が出来ました。役員の皆様有難うございました。 

  今年は喜寿（３２名）、米寿（21 名）、白寿の９９歳以上（６名）の方々には例年通り 

記念品を贈らせて頂きました。 

  また、今年は７５歳以上の方々全員（４８２名）に記念品をお届けしました。 

      

 

女性部からのお知らせ 

例年、１１月に開催されていました「お一人暮らしの方のお食事会へのお誘い」は 

新型コロナウイルス感染症予防の為、中止させていただきます。 
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会 計 からのお知らせ 

     ２０２０年度    泉区社会福祉協議会・賛助金 

      賛助世帯数      金額（円） 

      ３２４世帯    １８８,７００円 

 

保健環境部 

百日紅並木（環状 4 号線）の秋化粧            

♼ 9 月 13 日（日）ハマロード・サポーター；今期最初でしたが、役員とボランティアの 

皆さんと併せて 17 名の参加（過去最高）で、ソーシャルディスタンスを保ちながらの 

草刈り並びにゴミ収集でした。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

                          

 

 

                                                              ⇒  

 

 

 

 

      Before                       After 

 

 

 

 

 

 

 

              

                安全に注意しての作業風景 

 

♼同日 10 時頃から『花壇の日』花壇の草刈りと神明公園の草刈り実施 

10 月の予定 

★10 月 11 日（日）ハマロードサポーター（9：00 いずみ桜広場集合） 

★10 月 11 日（日）花壇の日（10：15 環境倉庫前集合） 

  春夏の花の抜き取りと秋冬の花に備えて、土起こしを行います 

    時間の都合つく方はご協力をお願い致します。  

※猛暑の中【花壇の水やり】に、ご協力頂いた皆さんありがとうございました。 
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   ひばり会１０月 講座 ・おしゃべり会            下和泉住宅ひばり会 

     注意 マスク着用をお願いします。また、人員の制限をする場合があります。 

会場はいずれも自治会館会議室です。  

  １．講座                  

       〇 日 時： １０月１０日（土）午前１０時～１1 時３０分 

   〇 参加費： １００円 

   ○ 講座内容：オ-ラルフレイル「口の機能の衰えは」は「心身機能の低下」に通ずる 

             体の入り口は口から、誤えん性肺炎の予防を教えて頂けます。 

           講師 歯科開業医  新田 兼久 先生   

 

    2．おしゃべり会                      

   ○ 日 時：  10 月２１日 （水）午前 9 時３０分～11 時 

   〇 参加費：  無料 

   ○ 内 容：  日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き 

 

           対応者   ケアプラザ職員・民生委員 

             

 

                                   

   シルバーサロン  さくら 
〇 会場はいずれも自治会館となります。 

〇 参加費：いずれも ￥１００．- 

 
      １０月  ５日（月） １３時 30 分～１４時 30 分  

        日本舞踊                            

      １０月２１日（水） １３時 30 分～１４時 30 分     

              体操 

                 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＞     10 班   安東 唯央     ９月 １５日 届出 

        1６班     佐藤 唯和     ９月  ３日 届出 

 

 ＜転出＞    2 班  山下 和子     ９月     ４日  届出 

                         10 班  阿左見 彰子    ８月  ３０日  届出 

    



第648号
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

自治会ニュース

各部活動紹介くニュース部）

＊　ニュース部の役割

2020年11月1日

11月号

発行：自治会ニュース部

月1回　自治会ニュースの発行

自治会内の行事における写真撮影。ニュースに掲載分のほか記録用に

アルバムに保存。ニュース掲載用に富士見が丘連合関連の行事の撮影も
＊　ニュース作成の流れ

・各部からの行事予定

・自治会からの掲載依頼

・月の定例行事

印刷用原稿とコピー用紙

持参で泉区社会福祉協議
会にて印刷。完成品は、各

ブロックごとに分ける。

（A．B．C．D　4種類）

月半ばごろまでに収集
した原稿やusb情報を

パソコンに入力する（仮）

（担当）

凸＿
印刷前に部員全員で編集
会議を開き、文章、誤字、
レイアウト等、確認する

印刷用原稿を完成させる

メンバー＜野由千賀子（10班）、佐藤玲子（24班）、柴崎富士夫（21班）、河口弘（9班）＞

文化体育部活動紹介
（役割）
自治会の行事である盆踊り・住宅祭ならびに囲碁将棋麻雀大会の開催の為に、文化体育部
は行事が開催される為の全ての事前準備を行う。盆踊り・住宅祭は自治会役員のみならず
自治会活動支援団体を含む実行委員会が行うが、文化体育部員は行事が順調に開催される為に

実行委員として開催をアシストする。

（活動内容）

①行事開催までの行動予定表を作成し、予定表を基に部会開催し進捗管理を行う。
④踊り連等の各種参カロ者の募集と事前練習等手配及び実施時の補助業務をう。

④開催実施の為の各種事前許可申請の実施（警察・消防・泉区役所き活衛生課等）を行う
④行事協力者への協力お願い（川原建設・乗栄商会等）を行う。
㊥会場設営等の備品の点検・確認をして不足分の補充購入を行う。
㊥ポスター等の作成掲示及びチラシの作成を行う。

⑦お礼品・景品・飲み物・食べ物等の手配を行う。
㊥その他必要に応じ行事開催時に係る補助業務全般を行う。
2020年度　文化体育部メンバー　8名

本山幸利　く22班）柴崎富士夫（21班）箭内昭一（8班）小林泰子（12班）

庄司さをみ（20班）本山広志　（15班）高橋美智子（5班）末長栄子（17班）



災害時要援護者支援訓練のお知らせ　　　　要謹書援活動運営委員芸

下記日程で「災害時要援護者支援訓練」を実施しますので、ご協力をお願いします。

1．日時：11／8（日）8：30～9：00（防災拠点防災訓練開始前に実施。都合のつく方は、

引き続き「防災拠点の防災訓練」（9：00～12：00）に参加ください。）

2．訓練対象者

●　「要援護者」：要援護者に登録申請された方

●　「しもいずみサポーター」：「登録サポーター」†「役員」＋「支性部」

3．訓練内容

訓練は、要援護者の「安否確認」を実施します。

下記は、2020年度は、実施しません。

「救出救護班及び機関への連絡」、「避難支援」

4．しもいずみサポーター登録依頼

「しもいずみサポーター」が不足しています。会員の皆様の積極的な「登録」をお願いします。
登録申請用紙は、班役員或いは自治会館から入手。下和泉住宅自治会ホームページ

（http：／／www．izumikuren．net／top．php？id＝93）よりダウンロード。申し込みは、自治会舘、班役員

へ提出、FAX（045－801－9441）、メール：Shimoizumijyutaku＠33．catv－yOkohama・ne・jp

要援護者支援訓練サポーター説明会
10月18日（白）午後7時より

自治会館第一芸議室にて、要援護者

支援訓練サポーター説明会が、高田会長
関谷副会長にて説明が行われました。
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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11日（白）ハマロードサポーター　前日の台風14号　の影響を懸念して中止。

同日午前10時より「花壇の日」夏花の抜き取り・草刈り・土起し・肥料散布を
ボランティアの皆さん含め13名で行いました。ご協力ありがとうございました。

★11月の予定
・11月8日（田）ハマロードサポーター（9：00泉さくら広場集合）

・11月8日（日）「花壇の日」（10：00環境倉庫前集合）草花の植え付けを行います。

＊ボランティアさんを募集しています。

お花の好きな方は“是非”ご協力をお願い致します。

（ビニール袋　25　個）
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神明社改修工事完成報告と寄付ご協力の御礼

拝啓　時下ますますご健勝のことと
お慶び申し上げます。日頃から私共

神明社保存会の活動にご理解・ご糞同
をいただきありがとうございます。こ

の度は、神明社改修にあたり下和泉住

宅の皆様から多くのご寄付を頂きあり

がとうございます。深く感謝申し上げます。

下和泉神明社保存会

会長　　樫崎　昭

藍‾‾芸薩■　＿＿二二∵∵∵∵＿▲

神明社は、25年前に建立し各部に傷みがひどくなり維持管理も限界を

迎えていました。そのため、手回改修工事を実施することとなり、3年前

からの準備と本年8月から始めました神明社の改修が、9月に完成する

ことができました。皆様（292名）のご協力により改修が終わりました

神明社を見ていただけたらと思います。
（改修箇所は、本殿の壁板・回廊・欄干・正面階段・垣根の交換・柱磨き等）

私共下和泉神明社保存会は、これからも住宅内の鎮守の府として
住宅内の家内安全と健康を祈願の場として神明社を守っていく

所存でございます。事後ともどうぞよろしくお願いします。

改修工事の芸計は、次のとおりです。

（収入）962，000円（寄付527，000、芸昌負担335，000、神明社特別会計100，000）

（支出）962，000円（工事費857，000、本坪鈴30，000、御礼品等75，000）

自治会舘からのお知らせ

1．定期利用（1、2、3月度）申し込みについて

（1）　申込書配布・受付　　　　　11月1日～20日

′‘ヽ　　′ヽ

肌
（2）　重複調整日　　　　　　11月28日（±）　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6日（目）　　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えを例年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。

については、ケアプラザで再利用します

保健環境部からの緊急お知らせ

11月1日より、アルミ缶の回収は木曜日から水曜日に変更になります。
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ひばり会11月講座・おしゃべり会　下和泉住宅ひばり会

注意　マスク着用　玄関で消毒液の使用

匡‡項画 会費100円

○日　時11月11日（土）午前10～11時30分

○講座内容　尿漏れ防止で快適な生活を送ろう
骨盤トレーニング、脳神経、適度な運動で防げる

（講師）ユニ・チャーム看護師　　梅林　真紀　横

琴口娼月間掛買冒

○日　時11月18日（水）午前9時30分～11時

○内　容　日常生活の因りごと何でも相談、介護保険の申請手続き

対応者　ケアプラザ職員・民生委員　会費無料

会場はいずれも自治会館会議室

シルバーサロン±くら



第649号

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

［＝：＝コ ［二二二二コ ［：二二二コ �＆払底⊂＝コ ∵三≡二三＝貢 

2020年12月1日

12月号

発行：自治会ニュース部

各部活動紹介　　保健環境部

☆　神明公園草刈り清掃／春（6月）・秋（9月）2回／年

轟例年100人前後のご協力を得て実施（コロナの影響で今年度は中止）

☆　住宅内集水溝清掃（7月）準備業務（清掃用具・土のう袋等）

☆　ハマロードサポーター＆花壇の日（1月・8月を除く毎月第2田曜日）

轟ハマロードサポーター；桜広場集合（09：00～10：00）（7・9月は08：30～09：30）

環状4号線（密蔵院～ネオクリーニング間）の美化活動

轟花壇の日；　ハマロード終了後、花壇の手入れを行う（雑草取り、花柄摘みなど）

☆　春と秋；花の植え替えと土起こし・肥料を施す（6月・11月）

☆　夏季（7・8・9月）に週3回『花壇の水やり』（毎年協力してくださる万を募集）

☆　資源ごみ集団回収奨励金；横浜資源循環局へ毎月申請

☆　ごみ集積場及びゴミ箱用の案内ラベルの作成（ラミネート加工）

☆　環境倉庫の管理；（棚卸し・鎌砥ぎ・芝刈り機のチューニングなど）

☆　その他；早朝啓発（資源循環局の指導の下、ごみ集積場の調査）

地域の『美』を追求して行きます。今後とも宜しくお願いいたします。

各部活動紹介　　交通部
巨∴、二ぺ二㌧．・）・▼二＼・：∴三・，・ヽ二．べ二■．）、‾■二＼二二′

′∫　　　　　　　＿ム　＿jL　＿■■　ヨ＿＝　　　　‾1

．一　一時駐車票
量　しばらくの臥ご迷惑をお掛けします√

自治会交通部は『安心・安全の街づくり』の一環として、

1回／月の『交通パトロール』を中心に活動します。

1．交通パトロール（1回／月）

晶路上駐車・駐輪防止（自治会発行の駐車カード掲示の確認）

晶住宅内道路の安全確保（道路損傷の凸凹・庭木のはみ出し）

1

班　　　氏　名．

ご縄の方は上記のところへ連絡して下さい㌧　ゝ

チ笹ペニ■・′∴〉†こぺ三JtトミーJE‾　▲r）や、：＼三リ
路上にl一軒l虚ける1台、遭l孟鼠の曽打（ダッシ1ポ　ド）に

この封ヰ驚き梅林して下さい，

路上弘虚の追放のため、憐さんのご協力声お声いします㌧

和泉任frI貴会m冥巧打打全篇都



2、自治会・連合行事等の安全確保支援

晶歩け歩け大会（5月）・盆踊り（8月）

晶住宅祭（10月）などの交通安全誘導

品マラソン＆ウオーキング大会のコース誘導

3、模擬店（フランクフルト販売）の出店協力

晶納涼盆踊り大会（8月4～5日）・・‥

晶富士見が丘連合まつり（10月／14）・・

4住居案内板の更新事務

2019年　1000本

実績　　250本

晶生協前・自治会館内の居住案内図（転入・転出の見直し）

晶生協前居住案内図の清掃　（6月・12月）

5、交通安全・防犯講習会（防災防犯部と共催）

晶協力＝泉区役所（地域振興課）

晶講演＝泉警察署（生活安全課・交通課）

11月8日（日）要援萱 �護者支援訓練実施！！ 

【メンバー】

‡浅野　清美（2班）
妾佐々木　政造（11班）

‡栗原　正夫（4班）
‡末永　栄子（17班）
‡阿部　良三（18班）
芸瀬口　隆志（19班）

※楽しく手口気あいあ

いと活動しています。

下和泉住宅自治会

要援護者支援活動運営委員会
11月8日（目）　8：30～9：00

「しもいずみサポーター」による「要援護者支援訓練」を要援護者86名、

しもいずみサポーター（登録サポーター、役員、女性部部員）103名の参加のもと

実施しました。

役員は「蛍光グリーンビブス」、登録しもいずみサポーター及び女性部部員は

「蛍光オレンジビブス」を着用して実施しました。

今年度は、新型コロナウイルス対応として「安否確認」のみの実施となりました。

「我が家は無事です」の看板を要援護者86名の方全員に配布して実施しました。

使用状況は、45名が看板を使用、使用率52．3％（昨年度　49．5％）でした。

要援護者支援および訓練のあり方等については、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をしていきます。

皆さんの近くに「要援護者」に該当する万でまだ登録をされていない万がいましたら

登録を勧めてください。

また、「しもいずみサポーター」の募集も行っていますので登録をお願いします。

E∴恩
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ハマロードサポーター＆花壇の日のお知らせ

○ハマロードサポーター；11月8日（日）

AM9：00～10：00（参加者＝11名）

環状4号線の美化活動

雑草取り・枯葉集めなど）ゴミ袋20個回収

保険環境部

○花壇の日；11月8日（日）AMlO‥00～11‥30（参加者＝15名）

秋・冬の花（八〇ンシ〇一・葉牡丹等）200株の植え付けを行いました0

※ボランティアの皆さん、ご協力ありがとうございました。

竿．：．十．・．一子

轟12月の予定

○ハマロードサポーター；12月13日（目）AM9：00～10：00

（4号線／密蔵院側の美化活動）

○花壇の日；12月13日（日）AMlO：00～11：00

（花壇の雑草取り＆花柄摘み等）

※自治会員の皆様、【日曜日の朝】少しだけお力を頂けませんか！！

上記の日程で作業しますので、時間の都合が良い方は、お集り下さい

下和泉住宅新年祝賀会実行手鼻会の訊知らせ
ハr・つ、

例年掲催してい手した新年祝賀会臥新型コロナウイルスの闇條軍／ノ

令和3年の綿催臥中止するこ七七等明春した。

自治会館からの訊知らせ 会館運営委員会

1．年末年始の休館について

12月29（火）から1月4日（月）の間、休館となります。

また、12月28日（月）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、多くの寄贈がありました0

入庫順に古くなった本を整理し、入れ替えましたのでこ愛読ください。
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ひ捗り会か弓の訊知らせ

1．12月講座
日時・場所

会費
講座内容

下和泉住宅ひばり会

12月19日（土）午前10：00～11：30

自治会館会議室
100円

「高齢者が知っておきたい介護保険の申請手続き」
～　要支援・要介護になったらどうやって生活するか　～

講師：下和泉地域ケアプラザ

注意事項）マスク着用　玄関で消毒液による手の消毒

2．おしゃべり会
12月のおしゃべり会はありません。

望：●・・椎′へ♂軍記菅団影　蓬≪塾

12月　7日（月）　　　　　会費：100円

場所：自治会館　時間‥13‥30～14：30

『ビンゴゲーム』
今月は1回のみです。

来年は・コロナに負けず楽しい年になりますよう・・●

問い合わせ　8班　細谷　803－9425

18班　横内　803－1142

お報せ（敬称略）

＜退会＞

1班

＜逝　去＞

1班

7班

蓮旦　敏子 10月26日　届出

ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます　、や等貰

前原　純一郎（享年84歳）11月　3日　逝去

墜圧し重義（享年84歳）11月　6日　逝去
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