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中田踊場自治会報 

◎グラウンドゴルフ、囲碁将棋、健康マージャン  

お陰様で「健康マージャン」は、新しいサークルと

して定着致しました。他のサークルも、会員の方は

年齢関係なくご参加いただけます。 

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

5月
2、9、16、23、30日

（水）
12（土）、23（水） 17、24、31（木）

6月 4、11、18日（水） 9（土）、23（土） 7、21、28（木）
 

主催 寿美令会 

 ◎フラダンス 『プアメリア』  

2018年 1月 14日 （日） 中田踊場自治会館 

キッズ 10時 00分～ リロアンドスティッチの曲

🎵 

大人 10時 45分～ ハナレイムーン🎵 

動きやすい服装、飲み物をお持ちください。参加

費 200円/人。080-5860-8019 阿部 

◎フラダンス 『プアメリア』  

5 月 20 日 （日） 自治会館 

キッズ 10 時 00 分～ 

大人 10 時 45 分～ 

動きやすい服装、飲み物をお持ち

ください。参加費 200 円/人。 

初回無料。 

◎ 資源ごみ回収について  

2 月 17,300 円    3 月 20,940 円 

毎週日曜日に紙、布、アルミ缶の回収を行っておりま

す。自治会の貴重な収入源になっております。ごみ削

減と、リサイクル推進のためにご協力をお願いします。 

 ◎ 平成 30 年度自治会総会が行われました    

中田踊場自治会総会が 4 月 8 日（土）に行われまし

た。当日は多くの方の出席をいただきました。会員総

数は 696 名のうち 529 名（委任状 462 名、出席者数

67 名）で過半数の出席をもって総会は成立し、審議が

行われました。今年度も「安心して安全に暮らせる、

共に生きる地域社会」を目指して、会員の皆様およ

び、新役員、理事で頑張ってまいりたいと思います。ご

理解とご協力をお願いします。 

  

◎ 会員の入退会、訃報など  

春はお引越しのシーズンです。自治会の入退会の情報

がございましたら、各組の理事さんまで連絡をください。

活動にご理解をいただき、自治会の加入をお願いしてい

ます。退会の場合は、会費の一部返金も行います。ま

た、訃報におきましても、理事（副理事）まで連絡をお願

いします。皆様のご協力をお願いします。 

 ◎ 自治会運動会・防災訓練   

6 月 3 日（日）9：00  第九公園 

大人もお子様も、奮ってご参加ください。 

参加賞の景品があります♪ 

・パン食い競争 ・さかな釣り（子ども） ・大縄跳び 

・ゲートボールリレー ・防災訓練・じゃんけんリレー 

 

◎会員の入退会   

入会 1 組 渡部誠幸 様
入会 4 組 佐渡健人 様
入会 8 組 馬場信治 様
入会 8 組 山根与幸 様
退会 1 組 壇 様
退会 4 組 高橋啓史 様
退会 7 組 成田真 様  

◎コスモスの会  

5 月 10 日 （木） 中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべりをす

るサロンです。送迎もご相談ください。参加費 200 円。 

◎訃報（敬称略） 

１１組 木村 京子 様 ８４歳 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

◎子ども会行事 グラウンドゴルフ教室 

5 月 19 日 （土） 9：45～ 第九公園 

寿美令会の皆様に、グランウンドゴルフを指導してい

ただきます。子どもだけでなく、保護者の皆様も奮って

ご参加下さい。持ち物は、帽子、タオル、軍手、飲み

物、ビニール袋。 

◎落とし物 

 
第九公園にありました。 

お預かりしています。 
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◎グランウンドゴルフ教室 ５月１９日(土) 

晴天の中、今年も寿美令会と、子ども会で「グランウン

ドゴルフ教室」が開催されました。寿美令会の方々から

ゲートボールの道具の扱い方やルールを楽しく教えて

頂きました。たくさんの、ご参加ありがとうございまし

た。  

 

 

◎資源ゴミ回収金額 

資源集団回収金額 ４月： ２３，３２０円 

５月： １５，５００円  

資源ごみ回収は自治会の貴重な収入源です。毎週日

曜日に出していただき、資源として回収させていた

だいております。引き続きご協力お願いします。 

 

◎寿美令会 

会員の方は、老若男女問わず参加大歓迎です！ 

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館
自治会館
2階

時間
曜日

9:00-11:00
水曜日

13:00-16:00
土曜日

13:00-16:00
木曜日

6月 6、13、20、27日 9、23日 7、21、28日

7月 4、11、18日 7、21日 5、19、26日
 

 

◎プアメリア フラダンス 

6月 10日 （日） 自治会館 

キッズ 10時 00分～ 

大人 10時 45分～ 

動きやすい服装、飲み物をお持ちください。参加費 200円/人。 

見学はお気軽に🎵  

 

 

発   行  平成 30年 6月 中田踊場自治会 

◎自治会運動会 6月 3日（日） 

暑い中、多くの方にご参加いただき、また皆様

のご活躍ありがとうございました。 

   

 

◎敬老会の調査にご協力ください 

敬老の日に向けて、満 75 歳の方について、回

覧板で調査をさせていただきます。ご協力よろ

しくお願いします。 

 

◎会員の入退会（敬称略） 

<入会> １組 千葉 慈子 

    １組 村上 武 

    １２組 ブライト看護（株） 

えがおナースステーシ 

１４組 酉田 紗也佳 

<退会> １組 高村 祐貴人 

    １組 黒木 綾子 

    １２組 加藤 巳代子 

 

◎子ども水泳教室 

日時：8月 1日（水）～5日（日） 

会場：中田小学校 プール 

対象：小学 2～6年生 

費用：\3,000- 

 

※申込：7月 15日（日）11：30-12：00 

中田小学校体育館前で受付を行います。 

定員 100名を超えた場合、抽選を行います。 

中田踊場自治会報 
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中田踊場自治会報 

◎子ども水泳教室     

日時：8月 1日（水）～5日（日） 

会場：中田小学校 プール 

対象：小学 2～6年生 費用：\3,000-  

 

※申込：7月 15日（日）11：30-12：00 

中田小学校体育館前で受付を行います。 

定員 100名を超えた場合、抽選を行います。 

◎資源ゴミ回収金額 

資源集団回収金額  ６月：１２，５００円 

資源ゴミ回収にご協力いただきありがとうございま

す。資源ごみ回収は自治会の貴重な収入源です。 

（自治会の資源回収 毎週日曜日） 

◎プアメリア フラダンス  

7月 22日（日）自治会館 

キッズ 10:00～ / 大人 10:45～ 

盆踊り前、最後の練習になります。 

 

納涼盆踊り大会  

日時： ８月４日（土）、５日（日） １８：００～ 

場所： 第九公園 ※雨天中止とします。 

☆模擬店 

焼き鳥、焼きそば、ヨーヨー、フランクフルト、 

かき氷、生ビール、ラムネ、当てくじ等 

☆福引き 

２日目、８／５(日)の２０：３０頃から行います。 

右下の「福引き抽選券」をお持ちください。必ず何

か当たります。 

 ☆お願い 

  ゴミ箱を設置します。分別にご協力ください。

会場のスペースが限られています。自転車等

での来場はお控えください。 

 ☆お手伝い 大 大 大募集 !!! 

 7/28（土） 8:00 第九公園 やぐら建ての作業 

 8/04（土） 8:00 第九公園 会場設営の作業 

 8/06（月） 8:00 第九公園 会場撤収の作業 

 8/11（土） 8:00 第九公園 やぐら解体と収納作業

および、反省会 

 

※納涼盆踊り大会は、会員の皆様と、自治会ボラン

ティア有志の皆様の協力により、成り立っていま

す。作業のお手伝いに関して、今年は特に、お力添

えをお願いしたいと思います。会員の皆様は、誰で

も大歓迎です。 

平成 30 年度 盆踊り大会 

福 引 き 抽 選 券 
(抽選会日時：8月 5日(日)20:30頃～) 

 

 

   組 お名前               

中田踊場自治会     

切り取り 

切
り
取
り 

◎寿美令会  
項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

7月
4、11、18

（水）
7、21（土） 5、19、26（木）

8月 お休み 1（水）、25（土） 2、9、16、23、30（木）
 

◎日赤募金  

泉区社会福祉協議会を通して、日本赤十字社に

\156,130 を 募金いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

◎コスモスの会  

7 月 12 日 （木） 中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべりをする

サロンです。送迎もご相談ください。参加費 200 円。 

◎会員の入退会 （敬称略） 

＜退会＞ 12組 和島 成美 

会
員
宅
配
布
分
の
み
有
効 



発   行  平成 30 年 8 月 中田踊場自治会  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中田踊場自治会報 

◎中田連合 敬老会     

日時：9月 17日（月祝） 

会場：中田小学校 体育館 

75 歳以上の方に、招待状と記念品をお配りしま

す。どうぞお受け取り下さい。調査のご協力あり

がとうございました。 

中田踊場自治会の 75歳以上の方は 

男性：123名 女性：150名 計：273名です。 

 

◎こども御神輿  

9月 23日（日） 

御霊神社例大祭の日に合わせて、御神輿が町内を

練り歩きます。奮ってご参加ください。 

◎プアメリア フラダンス  

8月 4、5日 19時 45分頃～ 

盆踊りで踊らせていただきます。是非、皆様も

一緒に踊ってくださいね♪今年からキッズクラ

スができました。お楽しみに！ 

納涼盆踊り大会  

日時： ８月４日（土）、５日（日） １８：００～ 

場所： 第九公園 ※雨天中止とします。 

☆模擬店 

焼き鳥、焼きそば、ヨーヨー、フランクフルト、 

かき氷、生ビール、ラムネ、当てくじ等 

☆福引き 

会報 7 月号の「福引き抽選券」をお持ちください。

必ず何か当たります。 

 ☆お手伝い大募集 !!! 

 8/04（土） 8:00 第九公園 会場設営の作業 

 8/06（月） 8:00 第九公園 会場撤収の作業 

 8/11（土） 8:00 第九公園 やぐら解体 

11:00 自治会館 反省会 軽食あり 

 

◎寿美令会  

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

8月 お休み 1（水）、25（土） 2、9、16、23、30（木）

9月 5、12、19、26（水） 8（土）、15（土） 6、20、27（木）
 

年齢問わず、会員の皆様どなたでも参加いただけます。 

◎サマーフェスティバル  

8 月 18 日（土） 14 時 30 分より 中田小学校校庭 

小雨決行。雨天の場合は 8 月 25 日（土） 

イベントが多数企画され、模擬店もあります。 

◎コスモスの会  

8 月はお休みです。9 月は開催します。 

 

◎賛助会費  

詳しくは、回覧板でお知らせいたします。福祉のまち

づくりのため、是非ともご協力お願いします。 



発   行  平成 30 年 9 月 中田踊場自治会  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中田踊場自治会報 

◎中田連合大運動会  

日時：10月 7日（日） 

場所：中田小学校 

スポーツの秋を楽しみましょう♪飛び込み参加

も可能です。お昼が出ます。是非ご参加ください。 

 

◎ 訃報 （敬称略）  

12 組 川村喜八郎 88 歳 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

◎プアメリア フラダンス  

9月 30日 （日） 中田踊場自治会館 

子ども 10 時～、大人 10 時 45分～ 

いつでもスタート可能です。気持ち良く踊りましょ

う♪見学無料。 

◎こども御神輿  

日時：9月 23日（日）集合 9時 30分 

場所：第九公園 

 

御霊神社例大祭の日に合わせて、子ども御神輿

が町内を練り歩きます。祭典 10時 00分、御神輿

出発 10時 10分頃を予定しています。法被は当日

貸与致します。子ども達には、軽食とお菓子のお

土産があります。当日都合がつく方は奮ってご参

加ください。未就学児、中学生上の方も参加でき

ます。 

 

◎寿美令会  

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

9月 5、12、19、26（水） 8（土）、15（土） 6、20、27（木）

10月 3、10、17、24、31（水） 6（土）、20（土） 4、18、25（木）
 

年齢問わず、会員の皆様どなたでも参加いただけます。 

◎資源ごみ回収金額  

8 月 16,365 円 

毎週日曜日に回収している資源ごみは、自治会の貴

重な収入源です。いつも、回収にご協力いただき、あ

りがとうございます。 

◎コスモスの会  

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべりをす

るサロンです。参加の申し込みは不要です。 

9 月 13 日（木） 12 時～ 中田踊場自治会館 

参加費：200 円 

 

 

◎ 自治会の入会 （敬称略）  

3 組 郡司さやか 

6 組 熊倉克成 

10 組 戸塚やよい 

10 組 坂本陽平 

◎中田連合 敬老会  

日時：9月 17日（月祝） 

会場：中田小学校 体育館 

75 歳以上の方に、招待状と記念品をお配りしま

す。どうぞお受け取り下さい。 
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中田踊場自治会報 

◎こども御神輿  

9 月 23 日、晴天の中こども御神輿が開催されま

した。参加者の皆様、準備をしてくださった方、

どうもありがとうございました。 

        
 

◎ 訃報 （敬称略）  

7 組 井上静子 94 歳 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

◎プアメリア フラダンス  

10 月 14 日 （日） 中田踊場自治会館 

子ども 10 時～、大人 10 時 45 分～ 

いつでもスタート可能です。気持ち良く踊りましょ

う♪見学無料。連絡先（あべ） 

◎中田連合大運動会  中田小学校 

日時：10月 7日（日）中田小学校の校庭 

中田踊場自治会館のテントを張っています 

 

7時 30分に団結式を第九公園で行い、その後

学校に移動します。開会式 8時 30分、競技

開始 9時の予定です。 

 

・種目 

大縄跳び、百足リレー、障害物リレー、綱引き、

バケツリレー玉入れ、パン食い競争、女子リレー、 

男子リレーなど、子どもも大人も参加できます。 

・昼食は自治会でお弁当を用意しています。 

・競技に参加するもよし、応援だけでもよし、ス

ポーツの秋を楽しみましょう♪ 

 

◎寿美令会  

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

9月 10、17、24、31（水） 6（土）、20（土） 4、18、25（木）

10月 7、14、、21、28（水） 10（土）、24（土） 1、15、22、29（木）
 

年齢問わず、会員の皆様どなたでも参加いただけます。 

◎中田文化祭  中田小学校 

11 月 10 日（土）16 時 30 分-17 時 30 分 作品展 

11 月 11 日（日）9 時 30 分-14 時 セレモニー、作品展 

中田小学校のグランド、体育館。 

 

コスモスの会では、クリスマスのリースや、正月の飾り

などを売ります。是非足を運んでください♪ 

◎コスモスの会  

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべりをす

るサロンです。参加の申し込みは不要です。 

10 月 11 日（木） 12 時～ 中田踊場自治会館 

参加費：200 円 連絡先（一ノ瀬） 

 

 

◎自治会防災訓練  第九公園 

10 月 21 日（日）9 時 一時避難所に集合し、その後、

第九公園に移動します。9 時 20 分 開会式、9 時 30

分より訓練を実施する予定です。消火器を使った初期

消火、AED の使い方、心配蘇生法、放水訓練などが体

験できます。雨天の場合 10 時に自治会館に集合、防

災関係の講話と DVD の上映を行います。 
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中田踊場自治会報 

◎中田連合大運動会 

10 月 7 日、晴天の中開催されました。多くのご参加

をありがとうございました。中田踊場は一般女子 400

ｍリレーで 3 位の成績をおさめ、表彰されました。お

めでとうございます！！ 

  

◎ 訃報 （敬称略）  

12 組 石川 博美 53 歳 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

◎プアメリア フラダンス  中田踊場自治会館 

11 月 11 日（日） 子ども 10 時、大人 10時 45 分～ 

見学可能です♪ 連絡先（あべ） 

◎拠点防災訓練  葛野小学校 

日時：11月 18日（日） 

8時 45分 第九公園集合 

9時 葛野小学校に移動 

※体育館は工事中の為、立ち入りができません。 

 

避難スペースのサンプル展示、AED 体験、心肺蘇生法の

体験、担架と三角巾の扱い方、組立式トイレの展示、ペ

ットの避難用品の展示と説明、炊き出しの試食など、盛

りだくさんです。 

「ハマッコトイレ」は、プールの水と公共下水道を利用

した、横浜市で整備を進めている仮設トイレとなってお

り、葛野小では初めての展示になります。 

 

◎寿美令会  

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

11月 7、14、21、28（水） 10、24（土） 1、15、22、29（木）

12月 5、12、19、26（水） 8、22（土） 6、20（木）
   

会員の皆様は、年齢問わずどなたでもご参加いただけます。 

◎中田文化祭  中田小学校 

11 月 10 日（土） 16 時 30 分-17 時 30 分 

11 月 11 日（日） 9 時 30 分-14 時 

作品の展示、模擬店、マーチングの演奏など♪ 

 

※展示作品を募集します 

11 月 10 日（土）10 時 30 分-12 時 中田踊場自治会館 

手芸、木工、工芸、絵画、書道など是非お持ちください。 

◎コスモスの会  中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべりをす

るサロンです。参加の申し込みは不要です。 

11 月 8 日（木）  12 月 13 日（木） 12 時～ 

参加費：200 円  連絡先（一ノ瀬） 

 

◎成人調査のお願い   

今年度成人を迎える皆様に、自治会からプレゼントを

用意しております。それに際して、回覧板で成人の方

を調査いたします。該当される方は、記入にご協力を

お願いします。 

◎ 資源ごみ回収金額  

9 月 18,780 円 ゴミの分別と、資源回収にご協力いただ

きありがとうございます。 

◎ペタンク大会  

ペタンク大会の日程が変更になりました。 

11 月 25 日（日）に実施されます。 

（変更前は 11 月 23 日でした。） 

◎ 会員の入退会 （敬称略） 

入会 12 組 橋本清男 

退会 8 組 河原保廣、10 組 古川令、13 組 野城明美 
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中田踊場自治会報 

◎中田新春マラソン大会 

1 月 13 日（日）中田小学校の校庭でマラソン大

会が実施されます。詳しくは、回覧をご覧くださ

い。 

 

 

◎赤い羽根共同募金  

150,230円を募金いたしました。 

募金にご協力いただき、ありがとうございました。 

◎プアメリア フラダンス  中田踊場自治会館 

12月 23日（日）子どクラス 10時～ 

大人クラス 10時 45分～ 

見学可能です♪飲み物を持参してください。 

連絡先（あべ） 

◎寿美令会  

 

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

12月 5、12、19、26（水） 8、22（土） 6、20（木）

1月 9、16、23、30（水） 12、26（土） 10、17、24、31（木）
  

会員の皆様は、年齢問わずどなたでもご参加いただけます。 

◎どんと焼き  第九公園 

2018 年 1 月 14 日（月） 10 時～ 

 

お汁粉、豚汁、焼き芋（整理券配布予定）、三色団子、

樽酒を用意いたします。無くなり次第終了になります。 

ご自宅の注連縄（しめなわ）など、正月飾りを焚き上

げ、無病息災を願いましょう。書初めの展示も行いま

す。 

 

※ブラスチックやビニル、紙は燃やせません。予め飾

りから外して持参していただけると助かります。 

※雨天時、よほどの天候でなければ、どんと焼きは第

九公園で実施致します。お汁粉、豚汁などは、会館で

用意を致します。 

 

◎コスモスの会  中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり

をするサロンです。参加の申し込みは不要です。 

12 月 13 日（木） 12 時～ 

1 月はお休みです。 

参加費：200 円  連絡先（一ノ瀬） 

 

◎ 資源ごみ回収金額  

10 月 17,960 円  

11 月 18,970 円  

ゴミの分別と、資源回収にご協力いただきありがとうござい

ます。資源回収は、自治会の大きな収入源になっておりま

す。 

◎ 会員の入退会 （敬称略） 

入会  6 組 柿沼寿志 

     6 組 長船哲史 

退会 10 組 明定美津江 

◎注意 詐欺と空き巣 

帰省の時期は空き巣が増えます。日頃からご近

所同士声を掛け合いましょう。近隣でおかしいと

感じたら、警察に連絡をしてください。 

振り込め詐欺が多発しています。録音されるこ

とを嫌うので、留守電機能が効果的との意見があ

りました。還付金詐欺にも注意してください。 
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中田踊場自治会報 

◎中田新春マラソン大会 

応援よろしくお願いします。 

参加の申し込みは締め切りました。（当日申込不可） 

1月 13日（日）※雨天中止 

5.0kmの部、2.5kmの部 

中田小学校～長後街道～葛野地区 

 

 

◎プアメリア フラダンス  中田踊場自治会館 

毎月 1回、納涼祭に向けて練習をしています。 

現在小学生 6名、大人 6名で活動中です。 

新規メンバー募集中です。見学可能です♪ 

連絡先（あべ） 

◎寿美令会  

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

1月 9、16、23、30（水） 12、26（土） 10、17、24、31（木）

2月 6、13、20、27（水） 9、23（土） 7、21、28（木）
     

会員の皆様は、年齢問わずどなたでもご参加いただけます。 

◎ あけましておめでとうございます    

会員の皆様には、健やかに新年お迎えのこととお

慶び申し上げます。 

会員の皆様には、日頃より自治会事業にご協力を

していただき、ありがとうございます。 

これからも、安全で、安心して暮らしていける地域で

あり続けていられるように、力を合わせて参りましょ

う。これからも、どうぞよろしくお願い致します。 

平成 31 年 1 月 

中田踊場自治会 会長 安西 

 
◎コスモスの会  中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり

をするサロンです。参加の申し込みは不要です。 

1 月はお休みです。 

参加費：200 円  連絡先（一ノ瀬） 

 

◎どんと焼き  第九公園 

2018 年 1 月 14 日（月） 10 時～ 

 

お汁粉、豚汁、焼き芋（整理券配布予定）、三色団子、

樽酒を用意いたします。無くなり次第終了になります。 

ご自宅の注連縄（しめなわ）など、正月飾りを焚き上

げ、無病息災を願いましょう。書初めの展示も行いま

す。 

 

※ブラスチックやビニル、紙は燃やせません。予め飾

りから外して持参していただけると助かります。 

 

※雨天時、よほどの天候でなければ、どんと焼きは第

九公園で実施致します。お汁粉、豚汁などは、会館で

用意を致します。 

◎年末年始のごみ収集について  

12月30日（日）～1月3日（木） 収集はお休みです。 

収集時間が変更になる場合があります。8 時までに

出してください。また、ごみの分別と減量にご協力お

願いします。 

◎注意 詐欺と空き巣 

空巣、振り込め詐欺が後を絶ちません。会員の

皆様には改めて、注意をお願いします。 

詐欺の被害者は、「まさか自分がなるとは思わ

なかった」と思うそうです。プロの手口に引っか

からないよう、疑いの気持ちを持ちましょう。 
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中田踊場自治会報 

 

◎プアメリア フラダンス  中田踊場自治会館 

2月 17日（日）子ども 10時～、大人 10時 45分

～ 見学は自由です🎵飲み物と動きやすい服で

お越しください。中田踊場に在住している講師の

方に、ボランティアで教えていただいておりま

す。夏のお祭りで踊れることを目標にしていま

す。連絡先（阿部） 

◎寿美令会  

      

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

2月 6、13、20、27（水） 9、23（土） 7、21、28（木）

3月 6、13、20、27（水） 9（土）、22（金） 7（木）、21（祝）、28（木）
 

会員の皆様は、年齢問わずどなたでもご参加いただけます。 

◎ どんと焼きが行われました。    

1 月 14 日、晴天の下、どんと焼きが盛大に行われ

ました。毎年味には定評がある豚汁、炭火焼のお餅

が入ったお汁粉などが振舞われました。焼き芋は大

人気の為、今年は数を増やしましたがあっという間に

なくなりました。沢山のご参加ありがとうございました。

事前から準備に携わってくださった方、お疲れ様でし

た。自治会でどんと焼きが開催されるのは珍しいとの

ことで、今年も神奈川テレビが取材に来てくださいまし

た。 

 

 

   

 

◎コスモスの会  中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり

をするサロンです。参加の申し込みは不要です。 

2 月 14 日（木）12 時～ 

3 月 14 日（木）12 時～ 

参加費：200 円  連絡先（一ノ瀬） 

 

◎ 自治会の入退会   

入会 3 組 蔡 志興 様 

◎ 資源ごみ回収  

毎週日曜日に行っている資源回収は自治会の大き

な収入源になっています。皆様のご協力をありがとう

ございます。会報では、回収によって得た金額をお

知らせしています。 

2018 年 12 月 22,160 円 

2019 年 1 月 20,020 円 

◎ 訃報  

12 組 切明細 サンコ 様 83 歳 

1 月 26 日に逝去されました。 

謹んでお悔やみ申し上げます。 
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中田踊場自治会報 

 

◎プアメリア フラダンス  中田踊場自治会館 

3月 10日（日）子ども 14時～、大人 14時 45分

～ 見学は自由です🎵飲み物と動きやすい服で

お越しください。中田踊場に在住している講師の

方に、ボランティアで教えていただいておりま

す。今回はいつもと時間が違います。ご注意下さ

い。連絡先（阿部） 

◎寿美令会  

      

項目 グラウンドゴルフ 囲碁・将棋 健康マージャン

場所 第九公園 自治会館 自治会館 2階

時間 9:00-11:00 13:00-16:00 13:00-16:00

3月 6、13、20、27（水） 9（土）、22（金） 7（木）、21（祝）、28（木）

4月 3、10、17、24（水） 6（土）、20（土） 4（木）、18（木）、25（木）
 

寿美令会は昭和 43 年に設立され、以来、約 100 名の会員数で活動しています。 

◎ 総会のお知らせ    

日時：4 月 14 日（日） 

場所：中田踊場自治会館 

    泉区中田南 1-29-34 

 

平成 31 年 中田踊場自治会 総会を開催いたしま

す。事業報告、会計報告、役員選考報告などを行う、

年に一度の総会になります。 

会員の皆様のご意見を伺い、自治会活動を理解して

いただくため、出席を賜りますよう、お願い致します。 

欠席される方は、必ず、回覧される委任状に署名と捺

印をお願いします。 

◎コスモスの会  中田踊場自治会館 

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり

をするサロンです。参加の申し込みは不要です。 

3 月 14 日（木）12 時～  

参加費：200 円  

連絡先（一ノ瀬） 

 

◎ インターネットで会報が見られます   

中田踊場自治会では毎月会報を発行しています。 

会報は泉区連合自治会町内会の HP からも閲覧でき

ます。 イベントの情報も公開しております。どうぞご利

用下さい。 

URL: http://www.izumikuren.net/     

◎ 資源ごみ回収  

毎週日曜日に行っている資源回収は自治会の大き

な収入源になっています。皆様のご協力をありがとう

ございます。会報では、回収によって得た金額をお

知らせしています。 

2019 年 2 月 14,930 円 

ご協力ありがとうございました。 

◎ 訃報  

11 組 足立 恒久 様 69 歳 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

◎ 自治会の入会について   

お近くで、お引越しされた方、または、引っ越してこられ

た方はいらっしゃいませんか。 

「安心して、安全に暮らせる、共に生きる地域社会づく

り」をモットーに、こらかも活動して参ります。活動にご

理解の上、中田踊場自治会への入会をお願いしてお

ります。お引越しをされる方、引っ越してきた方の情報

は、各組の理事まで連絡をお願いします。 

◎ 公園のネット修理  第九公園 

3月 23日（土）に泉区 公園係による、第九公

園のネット修理が行われます。 


