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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 


