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第６２７号                  平成３１（２０１９）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                       ２月号    

下和泉住宅                                                                                                

       
                                                                 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１１条に基づき、下記の役員の選出を行った結果、役員候補が決定 

 しましたので公示します。 

 

  １、新班役員    ２班 浅野 勝儀     ４班 栗原 正夫     ６班 植草 幸子 

              ８班 箭内 昭一    １０班 野田 千賀子  １２班 小林 義昭 

             １４班 河辺 千枝子  １６班 吉田 辰海    １８班 阿部 良三 

             ２０班 庄司 さをみ   ２２班 本山 幸利       ２４班 佐藤 玲子  

  ２、女性部代表 １５班 池村 久子     

  

                                   役員選出委員会 委員長 森岡 昌彦 

             

 班会議日程表 

  日   程    時    間    第一会議室    第二会議室 

 2月16日（土）    9：30～12：00      24班      23班 

   13：00～15：20      22班            21班 

    15：30～18：00      20班      19班 

 2月17日（日）    9：30～12：00      18班      17班 

   13：00～15：20      16班        8班  

    15：30～18：00      14班      11班 

 2月23日（土）    9：30～12：00      12班      13班 

   13：00～15：20      10班       9班 

    15：30～18：00        15班       1班 

 2月24日（日）    9：30～12：00       6班       5班 

   13：00～15：20       4班          3班 

    15：30～18：00       2班       7班 

 

 当自治会の第57回定期総会が来る 4月14日（日） に自治会館において開催されます。 

これに先立ち、３１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。自治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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 「どんど焼き」が行われました            富士見が丘連合自治会 
 平成31年1月13日(日)10：00～13：00、いずみ桜広場にて「どんど焼き」が行われました。当日は 

天候に恵まれ、暖かい日差しの中、多くの方々にご参加をいただきました。 

「しめ縄」「しめ飾り」「松飾り」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張り、一年 

の無病息災を祈りました。女性部の方々の作った豚汁などの模擬店は行列ができるほど盛況で、 

全体では６６７名、当自治会からは１３１名の参加で賑やかな会となりました。 

 

 第35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、是非この 

  機会にグループ外の方も参加して交流を深め楽しい大会にしましょう。尚、参加費は無料で 

  昼食と賞品を用意しております。 

 

  日 時 ： 平成31年2月3日（日）午前8時50分集合～午後2時 
  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） 

      ★申し込みは1月中に終了となりました。 

 
 

 富士見が丘連合自治会新年祝賀会が開催されました  
                                                              富士見が丘連合自治会 

  平成31年1月19日(土)「連合新年会」が行われました。今回は当下和泉住宅が当番でした。 

各自治会会長・泉区長・泉警察署長・泉消防署長・各小学校校長・各種団体の来賓を約９０名 

お招きして開催されました。下和泉住宅自治会からは約２３名の参加となり各自治会・町内会との 

親睦を深める会となりました。  
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  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３１年１月２０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。 

シルバー世代を中心に４５名の方が、会費を持ち寄り参加され、楽しく語らいながら親睦を深め 

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。 

 

   「交通安全及び防犯」講習会のお知らせ 
                                               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31年2月9日（土）午前9時30分～11時00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交通課、泉区役所の地域振興課 

  講習内容： （1）泉区内の犯罪発生状況および交通事情 

          （2）DVD鑑賞（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 

 

 

 平成３１年「新春マラソン＆ウォーキング大会」 

                  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、県立境川遊水池公園 

   平成３１年１月２７日（日）、富士見が丘連合自治会主催の「新春マラソン＆ 

 ウォーキング大会」がありました。大会の順位等の結果につきましては 

 ３月号の自治会ニュースの中でお知らせする予定です。 

 今年参加できなかった方も是非来年度のご参加をお待ちしています。 

 

  
     

   ひばり会３月講座のお知らせ           下和泉住宅ひばり会                                                                                  
  今年度最後の講座、高齢者の健康について皆さんで懇談しましょう 

     ＊高齢者の健康法について講師よりアドバイスがあります 

     ＊わたしは日頃こんな健康法を毎日しています 

     ＊健康についての質問をうけます 

                                                               

  〇日時  平成３１年３月２日（土）１０時～１２時 
  〇場所  下和泉住宅自治会館 第１・２会議室         会費 １００円 
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 ハマロード・サポーター＆花壇の手入れ                                     
                                                    保健環境部 

 １月１３日（日）の“花壇の日”は４名参加で、花柄つみなどの手入れと共に、カサブランカの大きな  

球根を３コ植えました。寒さを防ぐために枯葉を入れ込んでみましたが━━。 雨が少ないためか、  

花達も元気がありません。２月の“花壇の日”には枯れた花を植えかえる予定です。 

 

     ２月１０日（日）…ハマロード・サポーター （９：００～１０：００） 

              “花壇の日”  （１０：００～１１：００） を予定しております。 

                                          宜しくお願い致します。 

                                                                               

 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（金）～２０日（水） 

   （２）重 複 調 整 日  ： ２月２３日（土） ９時集合（重複団体へは事前に連絡します） 

   （３）確 定 （支払） 日  ： ３月 ３日（日）  ９時集合 

 
  

 

     シルバーサロン  さくら 

 
２月    ４日（月） １３時～１５時  会場は自治会館 

      手品 平井さん     お汁粉             

                            参加費 １００円 

   ２月２０日（水） １３時～１５時     

      さいころ遊び          

                    連絡先 ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

                       １８班 横内 ８０３－１１４２ 

 

 

 お知らせ（敬称略） 

＜入 会＞    １３班   佐藤 真之                １２月１９日   届出 

           ２０班   水野 智洋         １２月２９日  届出   

 ＜復 帰＞    １２班   遠藤  信         １２月２０日  届出 

 ＜休 会＞    １９班   木野  洋         １２月２０日  届出 

 ＜世帯主変更＞ １班   津田 敏子         １月 ６日  届出 

           ２３班   福田 浩司         １月 ７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。 

            ２３班   福田 秀産          １月 ５日    逝去 （享年 ７９歳） 

            １ 班   津田   保                          １月 ９日    逝去 （享年 ６９歳） 
 

 

 

  
 


