
　　　第６15号       平成30(2018)年2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 2月号

発行：自治会ニュース部

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。
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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」

10月5日(月)          12時～14時食事(カレーライス)をしながら楽しい談話後、詩吟を聴き、一緒にカラオケを歌いましょう。 おしゃべり喫茶 おしゃべりし たり、ゴルフ遊びをしたりして、楽しいひと時を過ごしましょう。会場；　自治会館　　　　参加費；　100円初めての方もお気軽にお出かけ下さい。連絡先；　6班　 藤 岡　　　804－07038班 　細 谷       803－942510月21日(水)          13時～15時シルバーサロン　　さくら10月5日(月)          12時～14時食事(カレーライス)をしながら楽しい談話後、詩吟を聴き、一緒にカラオケを歌いましょう。 おしゃべり喫茶 おしゃべりし たり、ゴルフ遊びをしたりして、楽しいひと時を過ごしましょう。会場；　自治会館　　　　参加費；　100円初めての方もお気軽にお出かけ下さい。連絡先；　6班　 藤 岡　　　804－07038班 　細 谷       803－942510月21日(水)          13時～15時シルバーサロン　　さくら 10月5日(月)          12時～14時食事(カレーライス)をしながら楽しい談話後、詩吟を聴き、一緒にカラオケを歌いましょう。 おしゃべり喫茶 おしゃべりしたり、ゴルフ遊びをしたりして、楽しいひと時を過ごしましょう。会場；　自治会館　　　　参加費；　100円初めての方もお気軽にお出かけ下さい。連絡先；　6班　 藤 岡　　　804－07038班 　細 谷       803－942510月21日(水)          13時～15時シルバーサロン　　さくら10月5日(月)          12時～14時食事(カレーライス)をしながら楽しい談話後、詩吟を聴き、一緒にカラオケを歌いましょう。 おしゃべり喫茶 おしゃべりしたり、ゴルフ遊びをしたりして、楽しいひと時を過ごしましょう。会場；　自治会館　　　　参加費；　100円初めての方もお気軽にお出かけ下さい。連絡先；　6班　 藤 岡　　　804－07038班 　細 谷       803－942510月21日(水)          13時～15時シルバーサロン　　さくら
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10月5日(月)          12時～14時食事(カレーライス)をしながら楽しい談話後、詩吟を聴き、一緒にカラオケを歌いましょう。 おしゃべり喫茶 おしゃべりしたり、ゴルフ遊びをしたりして、楽しいひと時を過ごしましょう。会場；　自治会館　　　　参加費；　100円初めての方もお気軽にお出かけ下さい。連絡先；　6班　 藤 岡　　　804－07038班 　細 谷       803－942510月21日(水)          13時～15時シルバーサロン　　さくら
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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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