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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。 
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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） 
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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 
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