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第６２２号                    平成３０（２０１８）年９月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す             ９月号 

  下 和 泉 住 宅  

 

 

                               発行：自治会ニュース部 

平成最期の盆踊り大会が大盛り上がりの中、終わりました！！ 

                               文化体育部 
  ８月４日（土）～５日（日）の２日間、お暑い中、大勢の皆様のご参加を頂きまして誠に 

 ありがとうございました。今年も天候に恵まれ、子供さん達の姿も多く見られ、無事に 

 終わることが出来ました。ご協力を頂きました、関係各位の皆様、大変お疲れ様でした。 

 心より御礼申し上げます。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) 

                                       

                                      

 

 

 

 

    「敬老会」が行われます           福利厚生部 

   下記により今年度の「敬老会」を開催いたします。 

 日 時：９月１6日（日）    １３：３０～１５：３０（１７班～２４班） 

        ９月１7日（月・祝） １０：００～１２：００（ ９班～１６班）   

         １３：３０～１５：３０（  １班～  ８班）   

受付は、いずれも３０分前より行います。 

会 場： 下和泉住宅自治会館 

式次第： 第一部 式 典  会長挨拶及び来賓の挨拶 

第二部 催し物  あしたばハーモニカの演奏ほか 

     ＊参加申し込みは、締め切られています。 

 

かかしコンテストにお出かけください   富士見が丘地区経営委員会 

                                          天王森泉公園運営委員会            

   期日＆場所：平成２９年９月２日（日）～１０月１４日（日） 天王の森公園前のたんぼ畦道 

（一般投票 ：9月 2 日（日）～ 9月 17日（月・祝）9:30～16:30） 

審査・集計：9月 19日（水）10:00 

作品表彰式：9月 22日（土）13:00 

  作品への一般投票により、優秀賞、特別賞、努力賞が決まります。 

    是非ともご観覧の上、あすなろ子供会の作品に投票をお願いいたします。 

 

 

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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    住宅祭を盛大に盛り上げよう 
 文化体育部 

 連日の猛暑が続いており、行く夏を惜しむように蝉の鳴き声が聞こえますが、 

空には秋の気配が感じられるようになりました。 

 本年も、秋最大のビッグイベント「住宅祭」が近づいてきました。 

新しく住民となられた方々も盆踊り同様、ぜひお祭りに参加して 

演芸・模擬店・渡御等をお楽しみ下さい。 
 

 日 時：１０月６日（土）  宵宮 模擬店 16：00～21：00 

                  演芸会 18：00～21：00 

     １０月７日（日）  本祭 神 事 11：00～ （おくぐり等） 

                 渡 御 12：00～ （神輿・山車等） 

 場 所：神明社および神明社前広場 

   （大人みこし・子供みこし・山車・舞踊連が、住宅内を練り歩きます） 
 

 なお、演芸大会・模擬店・おくぐり・舞踊連に、ご参加いただける方を募集いたします。 

    1) 演芸会参加者・模擬店参加者  １０月 ６日（土） 

    2) おくぐり参加者             １０月 7日（日） 

       3) 舞踊連参加者                １０月 7日（日） (募集は 9月 2日締め切り) 

    4) みこし担ぎ手                １０月 7日（日） 自由参加大歓迎 

 

 ☆ 1)および 2)は自治会館内の参加者台帳にご記入ください。〔締め切り ９月１5日（土）〕 

  

神明公園の草刈り清掃                           保健環境部 

  初秋の訪れとなり神明公園の雑草がかなり伸びています。 

１０月の住宅祭の前に皆様のご協力を得て恒例の秋の草刈りを行い 

キレイで気持ちの良い公園にして行きたいと思っておりますので 

宜しくお願い致します。 

下記の通り実施しますので、多数の皆様のご協力をお願いします。 

当日は広報車でお知らせします。 

 日      時：９月２３日（日）午前 9時～10時 50分〔雨天の場合は９月３０日（日）〕 

  集 合 場 所：神明社前広場（午前 9時集合） 

 参加対象者：下和泉住宅にお住まいの皆様、班長、役員 

  使 用 用 具：総て自治会で準備しますが、鎌などをお持ちの方はご持参下さい。 

  実 施 要 領：当日説明致します。 

 

  

  花壇の日＆ハマロード・サポーターのお知らせ       保健環境部 

 ８月１２日の“花壇の日”は大雨の後の草取り作業でしたが 

９名の方の参加がありました。有難うございました。 

  ～ 今年は特に草の伸び方が早いと感じられます。～ 

 ９月の予定は９月９日にハマロード・サポーター(8:30～9:30) 

“花壇の日”(10:00～11:00)を予定しております。 

 ハマロード・サポーターの集合場所はさくら広場です。 

   ハマロードの美化清掃終了後、引き続き花壇の手入れを行います。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hDAdCtVsQkARQqU3uV7/SIG=129vda8l0/EXP=1428997696/**http:/image.blogmura.com/user/88/435158/66fuuv9s.jpg
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 「夏休み宿題サポート教室」が開催されました   福利厚生部 

 

    一昨年から始りました「夏休み宿題サポート教室」は、今年も自治会館で小学生 7 名、 

   ボランティア指導者 7 名の参加で全９回、開催されました。家庭とは違う雰囲気で集中 

   して勉強できたと好評でした。 

      下和泉住宅自治会ホームページにもっと写真が掲載されています。 

( www.izumikuren.net/top.php?id=93 です) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域と障がいのある方との共生のための出前講座」が開催されました 
 

                            要援護者支援活動運営委員会 

 ７月８日(日)に横浜市下和泉地域ケアプラザのご協力により、「災害時に障がいのある方との 

共生のための出前講座」を実施しました。災害時には、いろいろな方が避難場所に集まって 

きます。障がいのある方との対応については、今一つわからないのではないでしょうか。 

この様な疑問を解消する手段のひとつとした出前講座です。講師、通所者、家族の方の講演 

および実体験に基づくお話があり、自治会役員、しもいずみサポーターおよび会員２９名が 

参加して行われました。講演、お話の後で質問時間もあり、疑問点、意見等をお互いに出し 

合い有意義な時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    防災防犯部からのお願い                                     防災防犯部 

 

自主防犯パトロール隊員を募集しています。 
「犯罪のない安全・安心なまちづくり」を目指して自主防犯パトロール隊員が３～５人一組 

で毎週木曜日の日中に町内をパトロールしています。現在、22 名の方にご協力をいただいて 

おりますが、パトロール隊員の高齢化、隊員の減少が進んでいます。そこで、是非会員の 

皆さんの参加をお願い致します。 

                  連絡先：手塚（防災防犯部長）090-7181-4525 

                                              東（防災防犯副部長）     801-8818 

 

 

http://www.izumikuren.net/top.php?id=93
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ひばり会の９月講座のお知らせ         下和泉住宅ひばり会 
１．「脳若返りへの挑戦」ふまねっと運動、脳と体のバランス感覚 

  ① 日時：９月８日（土） １０時～１２時 

  ② 場所：下和泉住宅自治会館 第１・２会議室 

    〇 上履き・タオル・飲み物をご持参ください。 

    〇 講師 高齢者体育指導員 村田倫子 ほか 

２．「おしゃべり会」 

  ① 日時：９月１９日（水）９時３０分～１１時 

  ② 場所：下和泉住宅自治会館 第３会議室 

    〇 お茶を飲みながら生活相談、ケアプラザの職員が対応 

    〇 相談 下和泉地域ケアプラザ 
 

 
   自治会館からのお知らせ                       会館運営委員会 

 

   作品展の開催について 
    恒例の作品展を今年も実施しますので、団体および個人の皆さんの 

   出展をお願いします。夏休み宿題の工作など子供たちの作品も大歓迎です。 

   また、作品の持ち込みが難しいとお考えの方は、ご相談に応じますので 

   自治会館へご連絡ください。 

   （１）開催日時： 11 月３日(土) 9 時から 11 月４日(日)  16 時まで 

   （２）準  備： １１月２日(金) １６時から 

   （３）撤  収： １１月４日(日) １６時から 

   （４）募集期間： １０月８日(月)～２０日(土) 

   （５）申込方法： 申込用紙（事務所に保管）にご記入の上、事務員にご提出ください。 
 

☆ 昨年同様に「くつろぎの場」を用意して、ご来場者をお迎えしたいと思います。 
 

 

            さくら 

 ９月３日（月） １３：００～１５：００ 津軽三味線 

            心に響く音色を 

      ９月１９日（水）１３：００～１５：００ ゴルフ遊び 

               ゴルフ遊びで体を動かしましょう。 

 

      会場は自治会館です     連絡先１８班 横内（８０３－１１４２） 

      参加費は１００円です        ８班 細谷（８０３－９４２５） 
 

 

お知らせ（敬称略） 
 ＜入会＞  １０班  谷村 一馬     ７月３１日 届出 

    １９班  木野 和夫     ７月２８日 届出 
 ＜退会＞   ５班  松永 富雄     ７月２８日 届出 

             ８班  加茂 須加江    ８月１１日 届出 

    ＜休会＞  ２２班  今藤 学       ７月２４日 届出 

  ＜世帯主変更＞２４班 本望 清から本望 修一に変更  ８月１０日 届出 

 

   ＜御逝去＞ ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

            １班  吉田 正夫      ７月２６日 逝去（享年８６歳） 

          ８班  北嶋 章      ２月 ４日 逝去（享年８３歳） 

           ２４班  本望 清       ８月  ８日  逝去（享年９１歳） 


