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   定期総会に向けて２月１６日（土）,１７日（日）,２３日（土）,２４日（日）に班会議が開催されました。 

 班会議においては、４月１４日（日）に開催予定の第５７回下和泉住宅定期総会議案書（案）に 

 基づいて、内容協議が行われました。平成２９年度の班会議においては２６８／９３２世帯の出席 

 （出席率２８．８％）でした。最高出席率６５％、最低出席率１５％となっており、出席率の低迷が 

 懸念されています。今回の班会議の出席率についても次号で報告いたしますが、少しでも多くの 

 皆さんの自治会活動への関心を高めるべく、役員一同努力していく所存です。 

 皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

         平成３１年度の女性部のみなさまです                                                  

 班名      氏    名  備 考  班名         氏    名  備  考 

  １    尾崎   千夏   １３    大平   幸恵  

  ２     原   隆子   １４    大塚   広美  

  ３    乗田   幸子   １５    池村   久子  部  長 

  ４    利元   睦代   １６    新井   惠子  

  ５    西澤   田鶴子   １７    木村   君江  

  ６    浦野   範子   １８    佐藤   意子  副部長 

  ７    羽廣   弘美 会計監査  １９    及川   百合子  

  ８    水島   明美  会 計  ２０    鈴木   範子  庶 務 

  ９    出口   陽子   ２１    河地   真澄  

 １０    羽田野  なおみ   ２２    吉澤   緑  

 １１    稲場   朋   ２３    斎藤   久恵  庶 務 

 １２    照井   由美子   ２４    菊地   理恵      

 ＜６５歳以上の一人暮らしの方々のお食事会＞を年２回、自治会・富士見が丘連合の行事等で 

  １年間活躍予定です。大変なこともありますが宜しくお願い致します。 
 

  囲碁大会が開催されました    主催：富士見が丘地区社会福祉協議会 
                                        

   ２月１０日（日）みなみコミュニティーハウスで第５回囲碁大会が開催されました。参加者２２名の 

 うち当自治会からも９名の方が参加されました。Ａクラスでは当自治会の吉木博さんが優勝し 

 Ｃクラスでは当自治会の神崎卓郎さんが優勝、笠原孝男さんが２位でした。小学生クラスでは 

 当自治会の出口智祥くんが優勝しました。 
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 新春マラソン＆ウォーキング大会が開催されました 
 

   １月２７日（日）に県立境川遊水地公園にて                主催：富士見が丘連合自治会                         

 寒空にも負けず２８５名が参加し、日頃の               協賛：地区スポーツ推進委員協議会 

 練習の成果を発揮しました。当自治会からの                  泉区役所、県立境川遊水地公園 

 参加は６２名で自治会内の表彰者は下記の 

   通りです。女性部からとん汁・焼きそばが提供 

   され 競技後おいしく頂きました。参加された皆様、お疲れさまでした。 
 

① 小学生低学年の部（0.8㎞）男子 優勝：原田 貫生    二位：（富士塚）    三位：（富士塚） 

② 小学生低学年の部（0.8㎞）女子 優勝：（赤坂）       二位：（和泉第一）  三位：（富士塚） 

③ 小学生高学年の部（1.1㎞）男子 優勝：（赤坂）     二位：（赤坂）     三位：（和泉第一） 

④   小学生高学年の部（1.1㎞）女子 優勝：（富士塚）      二位：阿部 夏芽   三位：（赤坂）  

⑤ 一般の部（1.1㎞） 男子      優勝：新井山 大樹   二位：（元木）     三位：（和泉第一） 

⑥ 一般の部（1.1㎞） 女子      優勝：（本郷）       二位：（大丸西）     三位：（大丸西） 

⑦ 壮年の部（1.1㎞） 男子       優勝：竹内 俊雄   二位：（泉中先生）  三位：（和泉第一） 

⑧ 壮年の部（1.1㎞） 女子       優勝：（富士塚） 

⑨ 中学生の部（3.0㎞） 男子     優勝：（和泉第一）    二位：田中 智貴   三位：（元木） 

⑩ 中学生の部（3.0㎞） 女子     優勝：（大丸西）        二位：（本郷）          三位：（大丸北） 

⑪ 一般の部（3.0㎞） 男子      優勝：（和泉第一）     二位：新井山 大樹 三位: （赤坂）  

⑫ 一般の部（3.0㎞） 女子                優勝：（本郷）               二位：江川 香澄   三位: （大丸西） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  延べ出走人数：１１４名 
 

 「交通安全及び防犯」講習会が開催されました 
                                                交通部・防災防犯部 

  「犯罪のない安全・安心なまちづくり」を目指して、２月９日（土）に自治会館において交通 

 安全及び防犯講習会が開催されました。泉区役所地域振興課と泉警察署生活安全課の職員 

 の方々をお招きし、お話を聞きました。自主パトロール隊員及び役員合わせて４２名が参加し、 

 防犯の心得などへの理解を深めました。 

    講演内容・・・●泉区の治安情勢と地域防犯活動 

             ●ビデオ放映（振り込め詐欺防止／交通事故防止について） 

             ●高齢運転者対策について 

             ●自転車運転のルールやマナーについて 等 
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 第３５回 囲碁・将棋・麻雀大会が開催されました 
                                                     文化体育部 

     本年も恒例の囲碁・将棋・麻雀大会が平成３１年２月３日（日）自治会館に 

 於いて開催されました。参加者は老若男女問わず総勢３３名の参加を 

 いただき、開かれました。各々の対戦が行われました。成績優秀者には 

 表彰、記念品が手渡されました。 
 

  対戦結果 

  １） 囲碁の部    

             Ａブロック     優勝：中尾 豊              準優勝：吉木 博     三位：高尾 勳  

     Ｂブロック      優勝：鳥居 邦治         準優勝：菊池 忠二    三位：田口 彦明 
 

  ２） 将棋の部      優勝：三宅 周治      準優勝：杉田 三郎     三位： 佐藤 修治 
 

  ３） 麻雀の部      優勝：田中 利二       準優勝：小林 勝彦     三位：加藤 明彦 

              飛び賞 七位：横塚 昭夫           十  位 ：桑村 幹雄      Ｂ Ｂ：福田 昭夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

  

 

 受賞された皆さん、おめでとうございました。 

 平成最後の大会となりましたが、新元号となりましても大会があります。 

 大勢の皆さんの参加をお待ちしております。小学生・中学生の一層の参加を期待しております。 

 

 

 

  ハマロードサポーター・花壇のお手入れ           保健環境部    
 

     ２月１０日のハマロードは、６名で環状４号沿いのゴミ拾いをしました。 

   その後 ７名で寒さで枯れた花壇の草花の植え替え作業を行いました。 

   寒い中ご参加のみなさま、ご協力ありがとうございました。 

                                                   

  ３月１０日（日）  ハマロード  ９：００～１０：００ 

             花壇の日  １０：００～１１：００  
                 花柄つみなど花壇の手入れを行う予定です。 
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 吊るし雛アート開催中です 
 

 

   天王森泉館において毎年恒例の吊るし雛アートの 

 展示が現在開催中です。天井から様々な縁起物を 

 吊るして飾る「吊るし雛」。  毎年増え続けている 

 という雛飾りの数はまさに圧巻です。ＹＣＶでも 

 紹介されていました。 

   ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 
 

 期 間： ２月９日(土)～３月７日(木) 

 時 間： ９：３０～１６：３０ 

      ※休館日 2/12(火),2/26(火) 

 場 所： 天王森泉公園・泉館  
 

 

              シルバーサロン さくら  
 

      ３月４日（月） １２時～１４時 

       食事会（ちらし寿司）・キーボード演奏（藤澤様）  会場：自治会館 

       ３月２０日（水） １３時～１５時             参加費：１００円 

       歌・ゲーム（甘酒）で楽しいひと時を 
 

                        問い合わせ １８班 横内 ８０３－１１４２ 
                                                ８班 細谷 ８０３－９４２５ 

 
 

 お知らせ（敬称略） 

  〈入会〉       ９班  桐谷 修人       １月３１日 届出 
 

   〈転出〉       １２班  杉山 富美恵      ２月１０日 届出 

                 １６班  高瀬 康弘       １月１５日 届出 
 

  〈休会〉       ７班  佐藤 政子        ２月１７日 届出 

              １８班  福士 彩華       ２月 ４日 届出 
 

  〈退会〉       ４班  西尾 悌哲       ２月２４日 届出 

           ５班  永井 利勝       １月３１日 届出 

              ６班  久保田 馨       ２月１１日 届出 
 

〈世帯主変更〉 １１班  佐藤 フジ子      ２月２２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。 

         ３班  高橋 和子        １月１９日  逝去 （享年９４歳） 

         ５班  柳沢 みちい        １月１５日  逝去 （享年７９歳） 

        １３班  河岸 タミイ       ２月 ４日 逝去  （享年９５歳） 
                                                                        

                   ４ 


