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第６３７号                         ２０１９年１２月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す          １２月号 
下和泉住宅  

 

  自自自治治治会会会ニニニュュューーーススス                   

                                                                      
下和泉小学校地域防災拠点  

秋季避難訓練が実施されました         運営委員会 

防災防犯部 

当日は好天に恵まれ、4 自治会・町内会をはじめ区役所・学校・消防署・消防団など  
１９６名が参加し、当自治会からは 87 名が参加しました。 

訓練の内容は次の通りです。 
 ◎避難訓練（避難者カードへの記入・避難者集計報告等）  
 ◎救出・救護訓練（簡易担架の作り方、発電機・投光機取扱い訓練） 
 ◎避難所のペット対策 
 ◎非常用簡易トイレの使用方法 
また、今回初めて泉が丘中学校の生徒 1６名参加し、地域と学校を結ぶ活動の一翼を 
担いました。中学生からは、『良い経験になりました』との感想を頂きました。  
 
 
 
 
 
 
 
 

    ＜発電機取扱い訓練＞        ＜救出・救護訓練＞ 

   要援護者支援訓練実施！！   要援護者支援活動運営委員会 

１１月１０日(日)8：30～9：00 に「しもいずみサポーター」による「要援護者支援訓練」 
（「要援護者の安否確認訓練」「救出救護班及び機関への連絡」「避難支援」）を要援護者９３名、 
しもいずみサポーター（登録サポーター、役員、女性部部員）１０９名の参加で実施しました。 
「避難支援」として、「車イスによる避難支援」「付添による避難支援」を参加希望の要援護者を 
対象（車椅子：1名、付添：3名）に実施しました。また、いっとき避難場所と自宅の往復だけでなく、 
希望者は防災拠点（下和泉小学校）まで行き、防災訓練に参加しました。 
要援護者支援及び訓練のあり方等については、訓練後のアンケート結果を基に 
運営委員会の中で検討し、改善していきます。 
皆さんの近くに「要援護者」に該当する方で登録をされていない方がいましたら 
登録を進めてください。また、「しもいずみサポーター」の募集も行っていますので 
登録をお願いします。 
 
  

おひとり暮らしの方々のお食事会が行われました       女性部 

 

１１月１６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、 
今年２回目のお食事会を開催しました。お天気にも恵まれ 
３５名の方々のご参加をいただきました。お食事の後は、 
６班の平井さんによる手品で会場の皆さんと和やかに 
楽しいひと時を過ごし、お食事会の幕を閉じました。 
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第５回  下和泉住宅新年祝賀会開催のお知らせ     下和泉住宅新年祝賀会 
                                      実行委員会 
 
この新年会は、どなたでも参加でき飲食を共にし、親睦を図る楽しい会です。  
 

☆ 日時  令和２年１月１９日（日）１２時３０分～1４時３０分  
☆ 場所  下和泉住宅自治会会館 
☆ 主催  下和泉住宅自治会新年祝賀会実行委員会 
☆ 参加費用 一人 ２０００円（当日徴収） 
☆ 参加者 下和泉住宅自治会会員なら誰でも参加できます 
☆ 申込  １２月上旬に回覧する申込書に記入して下さい 

                          連絡担当者 佐久間幹雄 ８０１－９５４８ 

 第 3６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、令和に入って初めて恒例「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、お子様・グループ外の方もお誘い合わせの上、ぜひ参加して大会の雰囲気を 
味わってください  尚、参加費は無料で昼食と賞品を用意しております。  
 

           記 

日  時：令和２年２月２日（日）      
集  合：午前 9:00～ （集合 8:50） 
会  場：下和泉住宅自治会館 
申込先 ：自治会館（各グループ別の申込み表にご記入下さい） 
申込受付：令和元年１２月１３日（金）～１２月２７日（金） 

先着順（定員になり次第締め切り）  
募集人数：囲碁：２０名  将棋：１０名  麻雀： ２４名 

 

自治会館からのお知らせ        会館運営委員会 

１．年末年始の休館について 

   １２月２９（日）から１月４日（土）の間、休館となります。 

   また、１２月２８日（土）は、会館大掃除のため利用できません。  

２．本棚に新入庫本が入りました 

   １１月に「本」の寄贈をお願いしたところ、多くの本の寄贈がありました。 

入庫順に古くなった本を整理し、入れ替えましたのでご愛読ください。  

 

                              下和泉住宅自治会 

会館駐車場の無断駐車は止めましょう     会館運営委員 
                      

   自治会館駐車場を夜から朝にかけて無断駐車する方がいます。 

会館利用者の支障となるため無断駐車は止めましょう。 

会館駐車場は、会館利用者のための駐車場であり、会館利用者以外は駐車禁止です。 

なお、特別な理由（例えば自宅駐車場を補修中など）がある場合は、利用を許可していますので 

会館事務員に申し出て下さい。 
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作品展 盛況のうちに終わる！         会館運営委員会 

  11 月２日(土)～３日 (日)に恒例の作品展が開催されました。 
今年は出展者９３名、出展数１８５点と、多くの方に作品を出展していただきました。  
来場者は、そのいずれもの力作に感心されていました。  
また、今回は、勝俣さんの指導による折り紙教室を開催しました。 
参加者はコマなど思い思いの作品に楽しく、真剣に取り組み、完成した時の喜びを満喫  
していました。好評な折り紙教室でした。 
第三会議室では今年も「くつろぎの場」として、来場者の皆様に、コーヒーなどの飲み物や 
手作りケーキ・クッキーを召し上がっていただいて、のんびり、ゆったりとした時間を過ご 
していただけたことと思います。  
会館が掲げた「憩いの場」にふさわしい２日間だったと思います。私ども会館運営に  
携わる者としてこんなにうれしい事はありません。  
出展者の皆さん、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 環境推進委員から  

 環境に関する研修の為、施設見学に参加する機会があります。戸塚資源選別センターで  
感じた事は、例えばペットボトルが運ばれてくるストックヤードのイヤな臭い。これは  
少しの水で濯ぐだけで防げるものです。回収場所へ出す私達のマナーとして必要ではない  
かと感じました。 
                       6 班 小川 ☎８０１－３７８０ 

 

ひばり会の１２月クリスマスのつどい 下和泉住宅ひばり会 

                  

〇1 年の締めくくりは笑い・歌い・飲んで・食ってストレス解消しよう 
〇おどり・大道芸・ハワイアンバンド生出演・カラオケ・ビンゴゲーム    
○日時  令和元年１２月２１日（土）１０時～１５時 
○場所  自治会館 第 1・2 会議室  会費 500 円（当日徴収） 
○申込み 自治会館掲示板ポスターに申込書あり、ひばり会役員に１５日までに提出 

                  

冬・春の花植え（花壇の日）           保健環境部 
  
１１月１０日（日）ハマロード・サポーター（９時～１０時）は防災訓練と時間が  

重なり中止となりました。 
『花壇の日』（14：00～16：00)は 9 名の参加を得て 

耐寒性がある花（パンジー・ノースボール・葉牡丹など） 
３５０ポットを植えました。水彩画のように魅力的な 
ニュアンスカラーの花壇になりました。一度ご覧ください。 
次回のハマロード・サポータ 

１２月８日（日）9:00～10:00『花壇の日』10:00～  
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★ トピックス 

16 班の蝦名さん夫婦が 20 年間の環境活動に『横浜環境行動賞』の表彰を受けました。

長年の地道な活動（ボランティア）にみんなで拍手を送りましょう。  

 

 

シルバーサロン さくら 

   １2 月 ２日（月） １３時～１５時  会場：自治会館   会費：100 円    

          津軽三味線         

                問い合せ  8 班 細谷８０３－９４２５                            

18 班 横内８０３－１１４２ 

 
お知らせ（敬称略）              

 ＜出生＞     11 班 長田大悟郎   11 月 5 日 届出 

12 班 遠藤壮恭    10 月 8 日 届出 
           （11 月号で遠藤宗安と記載されていましたので、  
             訂正とお詫びをさせて頂きます）  

        21 班 稲本千晃    10 月 24 日 届出 

＜入会＞    １班 中澤宏隆      ８月  １日 届出 
         １班 山口 勝    １１月  ８日 届出 
         ６班 高田正美    １０月２８日 届出 

＜移動＞    21 班 稲本選一    10 月 24 日 届出（9 班より） 

＜世帯主変更＞  １班 渡辺玲子    １１月１１日 届出 
         １９班 木野 洋    １１月１７日 届出 

＜退会＞   ２４班 河野達三    １１月１３日 届出 
  
＜逝去＞ ご逝去を謹んでお悔やみ申し上げます  
           １班 渡部 晋    １０月２７日 逝去（享年８１歳） 

 

弔慰金規程等、慶弔に関わる規程を「自治会 慶弔金規程」に集約し、支給期限を  
追加した。「自治会 慶弔金規程」は１０月２６日役員会で承認を受けて制定しました。  
（施行日 2020 年 1 月 1 日） 
 
    「自治会 慶弔金規程」を下記に示す。 
１．  慶弔金は、会員の出生、成人のお祝い及び死亡した時に支払う。 
２．  金額を下記に定める 

１）弔慰金      ：5,000 円 
２）出生祝い     ：3,000 円 
３）成人のお祝い   ：3,000 円 

   ３． 支払い条件 
      １）会員からの会員カード及び移動連絡票の提出による情報  
      ２）弔慰金      ：会員が亡くなった場合に支払う。  
                  有効期限 6 カ月以内 
      ３）出生祝い     ：出生した会員に支払う。 
                  有効期限 6 カ月以内 
      ４）成人のお祝い   ：該当期間 4/2～翌年の 4/1 に成人になった会員 
                  上記に該当する会員データに登録されている会員  

に支払う。 


