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                                                                            発行：自治会ニュース部 

平成３０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  鶴本  悦次 １５ 

  〃  北原  志津江 １２     〃  片岡  正彦 １５ 

  〃  横内  菊代 １８     〃  広瀬  秀美 ２４ 

青少年指導員  （未 定）   和泉双葉会 ※ 熊坂  喜久次 １９ 

  〃  （未 定）   和泉第二双葉会  榊   順義 １３ 

スポーツ推進委員  六本木 武志 １０  神明社保存会  鷹取  康雄 １７ 

   〃  太田  久夫 １０  NPO法人あやめ会  髙尾  勳  １５ 

保健活動推進員  尾崎  直子  ４  会館運営委員会 ※ 佐藤  政則  ８ 

   〃  長谷川 スミ子   ８  会館維持管理  （未 定）  

   〃  河野  好子 １０  自衛防災隊 ※ 今野  光春 ２１ 

消費生活推進員  難波  眞津子 １３  シルバーサロン さくら  中田  勇 １５ 

   〃         苅部  陽子 １２  ひばり会  高澤  敏男 １１ 

あすなろ子供会 ※ 神田  陽子 １０  鼓打ち会  寺田  和仁  ２ 

 ※印 「３０年度新代表」 

 

 神明公園＆自治会館周辺の草刈り清掃のお知らせ 
                                  保健環境部 

 回覧等で既にお知らせのとおり神明公園や自治会館周辺の草刈り清掃を下記の日程で 

 実施いたします。 

    さわやかな気持ちのいい環境となりますよう、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 日時 ： ６月３日（日）午前９時～１０時５０分頃まで 

      ※雨天の場合は ６月１０日（日） 

 集合 ： 神明社前広場 

 対象 ： 下和泉住宅にお住いの皆様、各班長、役員 

     ✿使用用具は全て自治会で準備しますが、鎌、軍手等 

        お持ちの方はご持参ください。 

 
                                                                                       １ 



 

 

 神明公園・五月祭りが開催されました 
                              下和泉住宅神明保存会 

 ５月１３日(日) 第８回 下和泉住宅「神明公園・五月祭り」が実施されました。当日は 

雨の予報もありましたが、お祭り終了までは雨が降り出すこともなく盛況のうちに無事に 

とり行うことができました。協賛団体による模擬店は、お餅・焼き鳥・焼きそば・串焼き 

じゃがバター・たこやきなど人気で早々に完売しました。 

                         協賛団体：神明社保存会・お花を楽しむ会・和泉双葉会・和泉第二双葉会 

                                              スポーツ推進委員・あすなろ子供会・保健活動推進員 

     鯉のぼりが泳ぐ神明公園        昔遊びやボーリング遊びを楽しむ子供達 

 

 

「防災かまどベンチ」による炊き出し訓練 
                                   防災防犯部 

 昨年同様今年も５月１３日の五月祭りに合わせて、神明公園内の 

防災倉庫近くに設置されている「防災かまどベンチ」を使用して炊き 

出し訓練を行いました。 普段はベンチとして利用されていますが、 

かまどの機能も有しています。 

 大なべ２個で豚汁を２００杯分作り、無料で食べて頂きました。 

皆さんが「おいしい」と言って食べてくれたことに満足しました。 

 

 

 

 お一人暮らしの方々のお食事会が開かれました                                        
                                    女性部 

 ５月１９日（土）６５歳以上のお一人暮らしの方、昼間お一人で食事をされている方をお招きして 

 恒例の食事会を開催しました。当日は天気にも恵まれ３７名の方々のご参加をいただき、             

 又お食事の後は、平井さん（６班）による手品と村田さん（１４班）による体操を行い 

 ました。参加された方から「お料理もおいしかった。楽しい時間でした、ありがとう。」       

 とお声掛けをして頂きました。楽しい一時でした。次回は１１月１７日(土)を予定して 

 おり、女性部一同美味しい料理を作って心よりお待ちしています。  
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 「あるけ・あるけ大会」が開催されました 
                                   福利厚生部 

 

 ５月２０日(日)緑の風吹く中、参加者・役員５０名が気持ちとペースを合わせ、２コース 

に分かれて歩きました。コースを見直し距離を短くし、その分 中之宮左馬神社・宝心寺 

では鎌倉時代、江戸時代の歴史に少しふれました。南小コミュニティ資料館では昔の農機具 

などの展示物を見学し説明を聞きました。 

 昼食後はスポーツ推進委員によるグランドゴルフでチーム対抗戦 

を行い、ホールインワンを出したチームには賞品が贈られました。 

その後はビンゴゲームで運を天に任せて出る数字に注視しゲームを 

楽しみました。 

 今年度は昨年よりも参加者が減りましたが、多くの皆さんが 

参加されるよう来年度も楽しい計画をして参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治会館からのお知らせ            会館運営委員会 
脳と体内の活性化にカラオケをお薦めします。自治会館には、 

「通信カラオケDAM」の装置があり、常時新曲が配信されています。 

  一人でも、数人のグループでも利用可能ですのでお待ちしています。 

    利用料は２時間単位で；１５００円    

 （カラオケ料＝７００円・室利用料＝８００円）です。        
 

 

 
     

   ひばり会６月講座のお知らせ 
                               下和泉住宅ひばり会 

 １、日時  平成３０年６月１７日（日）１０時～１２時 
 ２、場所  下和泉住宅自治会館 第１・２会議室 

 ３、内容  『認知症専門医による最新情報』                   

 

     〇 認知症患者が急増、予防対策は１日でも早く 

     〇 講師 ばんどうクリニック医院長 板東邦秋 氏 

       どなたでもお気軽にご参加ください。 

 

 

 

                       ３  



 

 

 

  “美しい街づくりにご協力を”                                                      

保健環境部 

 1）6月10日（日）ハマロード・サポーター＆花壇の日 
     ハマロード・サポーターは９：００～１０：００、 

     終了後、１時間程度花壇の手入れを予定。花壇に肥料を施します。 

     

 2）6月17日（日）花壇の花植えを行います（9：00～10：00）  
     夏の花植えをします。『素敵ガーデンづくり』にご参加下さい。 

 

 3）7月 1日（日）住宅内集水溝清掃（8：00～） 

          雨天中止の場合は、７月８日（日） 

             詳細は後日、回覧板・掲示板でお知らせ致します。 

 

 4）夏期（7・8・9月）の花壇の「水やり」のお願い 

              火・木・土の夕方（5：00位から）後日回覧板にて募ります。 
 

 

     シルバーサロン  さくら 

 
     ６月 ４日（月） １３時～１５時   会場は自治会館 
    大道芸をお楽しみください              

                             参加費 １００円 

  ６月 ２０日（水） １３時～１５時     

    お喋り喫茶・輪投げ           

                    連絡先 ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

                       １８班 横内 ８０３－１１４２ 

 

 

 

 お知らせ（敬称略） 

＜入会＞     ４班       志賀  彩花                     ５月２３日    届出 

           ８班   斉藤   公人         ５月   ４日   届出   

         １９班   内田 康寛         ５月 ３日   届出 

 

 ＜転出＞    ２班   平田 嘉代子        ５月１８日    届出 

                    １２班   橋本  哲          ４月１５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。 

  

           ６ 班    板垣 ヒデ         ４月２７日       逝去       （享年 ８１歳） 

         １８班   鈴木 セキ        ２月１４日    逝去    （享年 ８４歳） 

         ２０班   河内 政憲        ５月   ５日       逝去       （享年 ７１歳） 
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