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第６３１号                       ２０１９年６月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す                         ６月号 

下和泉住宅  

  

   

 

                                                                                      

 

2019年度 各種委員名簿                  発行：自治会ニュース部 

 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 ※ 小川  洋子 6 

  〃  北原  志津江 １２  和泉双葉会  熊坂  喜久次 １９ 

  〃  横内  菊代 １８  和泉第二双葉会  榊   順義 １３ 

青少年指導員  宮内  聡 １７  神明社保存会  鷹取  康雄 １７ 

スポーツ推進委員    太田  久夫 １０  NPO 法人あやめ会 ※ 青木  緑 ２０ 

   〃  六本木 武志 １０  会館運営委員会  佐藤  政則 ８ 

保健活動推進員  尾崎  直子 ４  会館維持管理  （未 定）  

   〃 ※ 小田和 純子 １７  自衛防災隊  今野  光春 ２１ 

   〃 ※ 武智  利幸 ４  シルバーサロン さくら  中田  勇 １５ 

消費生活推進員  小黒  郁子 ２３  ひばり会  高澤  敏男 １１ 

   〃  高橋  うら子 １７  鼓打ち会  寺田  和仁 ２ 

あすなろ子供会          ※ 藤田  恵 １０      

 ※ 「2019年度新委員」 

 

 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良い環境となりますよう、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 
 

   日時 ： ６月２日（日）午前９時～１０時５０分頃まで 
        ※雨天の場合は ６月９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用意しますが、鎌、軍手等 
          お持ちの方はご持参ください。 
 

 「ほたる鑑賞会」が開催されます 

  ６月３日（月）～６日（木）天王森泉公園にて「ほたる鑑賞会」が開催 

 されます。優美で幻想的なホタルの光を見に来ませんか。 

 （お車での来園はご遠慮ください） 

     開催時間 ＰＭ ７：００～８：３０  
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 神明公園・五月祭りが開催されました 
                              下和泉住宅神明社保存会 

  ５月１２日(日)に、鯉のぼりが泳ぐ下和泉住宅神明公園で第九回五月祭りが開催されました。 

    晴天に恵まれ五月祭りにふさわしい日和で、多くの人々が集い盛況のうちに無事終了することが 

   できました。スポーツ推進委員によるむかし遊びには多くの子共が集い、参加賞の綿菓子をもらい 

   楽しい時を過ごしていました。また、協賛団体による模擬店では、ユウコお餅・やきとり・焼きそば 

   たこ焼き・チョコバナナなど大人気のため早々に売れ切れの模擬店もありました。 

   なお、保健活動推進員による健康チェックには血圧測定・握力測定の場を設けました。 

                           協賛団体：防災防犯部・スポーツ推進委員・あすなろ子供会・和泉双葉会 

                              和泉第二双葉会・保健活動推進員・神明社保存会                                        

    
 
 
 

 
 

 
                        
 

 

  「あるけ・あるけ大会」が開催されました  福利厚生部 

 
 

 ５月１９日(日)、初夏の暑い日差しの中、参加者・役員７４名が２コースに分かれて散策しました。 

メインイベントとして２コースとも密蔵院の「四国八十八ヶ所霊場のお砂踏み」体験ができ、少し歴史 

に触れることができるコース設定としました。コースの中には、天王森泉館建物内の見学もありまし 

た。また、俣野公園では昼食後、スポーツ推進委員指導によるグランドゴルフでコース別対抗戦を 

行い、優勝チームには賞品が贈られました。その後、ビンゴゲームで運よくビンゴでもらえる賞品に 

うきうきしゲームを楽しまれました。今年度は、昨年とコースを変えたことで参加者が増えました。 
来年も多くの皆さんが参加してもらえるような計画をしていきたいと思います。 

たくさんの写真がホームページに掲載されています。http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93 

 

 
 

 

 

 

 

  さあ出発だ！！    天王森和泉公園で記念写真       俣野公園でグランドゴルフ 

 
     

   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 ２０１９年６月８日（土）１０時～１１時４５分 

 ２、場所 下和泉住宅自治会館 第１・２会議室  会費１００円 

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

 

   〇 「認知症かな？ もしも認知症になったら」・・どうする 

   〇 講師 ①横浜ほうゆう病院担当医 ②下和泉ケアプラザの職員    

    初期の対応をすべて教えてくれます。お気軽にご参加下さい。 

 

http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93
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  “美しい街づくりにご協力を”                  保健環境部 

 

                                   

５月１２日（日）ハマロード・サポーター  ７名の方が参加。引き続き花壇に移動 

  パンジー、ノースボール、金魚草など昨年の秋から頑張ってくれた春の草花たちも 

  終わりになりました。前回までは、花を抜き廃棄してきましたが、希望者の皆様には 

   花苗を引き取って頂きました。花も私達（役員・OB・ボランテｲア） 

   も感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 
 

１．夏の花植え ６月２日（日）草刈り終了後実施します。 

   雨天の場合  ３日（月） 9：30～ に順延 

２．次回のハマロード・サポーター＆花壇の日  

６月９日（日）9：00～11：00 

       ※ ６月２日（日）草刈りが雨天で９日（日）になった 

       場合は中止とします。 

３．住宅内集水溝清掃  

７月７日（日）8：00～   

          雨天中止の場合は、７月14日（日） 

４．夏期（7・8・9月）の花壇の「水やり」のお願い 

     月・水・金の夕方（5：00位から）後日回覧板にて 

             募ります。 

 

 

 「お一人暮らし高齢者のお食事会」が開催されました 女性部 
  ５月１８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多数の方々のご参加をいただき、お食事の 

 後は、平井さん（６班）による手品を行い、皆さん楽しい一時を 

 過ごされました。 

   お食事会の写真がホームページに掲載されています。 

   http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93 

要援護者登録申請 募集（災害時に支援が必要な方） 

下記要領にて「要援護者登録申請」  の募集を開始しますので、登録申請をお願いします。 

1・募集期間    ６月１５日～６月３０日：募集強化月間（なお、年間を通していつでも 

  申請は受付けています。） 

2・要援護者適用範囲  災害時に支援が必要な方、例えば「身体に障がいのある方」「高齢 

                                な方」「病弱な方」「一人暮らしの方」「乳幼児がいる方」  

3・登録申請方法  回覧板に添付されている「要援護者登録申請用紙」に必要事項を記入して 

           提出ください。 

・登録申請用紙の記入は本人以外の人(代理人)が、本人の了解の記入してもかまいません。 

・登録申請用紙が足りない場合は、班役員・自治会館からもらう或いは自治会 HP から 

                        ダウンロード。  HP（http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93） 

・2018年度以前に登録した方は、再提出は、不要です。 

4・登録申請用紙に必要事項を記入してください。 

・登録用紙は、一人一枚です。 夫婦で登録の場合は、各々登録申請を行ってください。 

・「登録・抹消」欄の「登録」に○印をつけてください。 

5・登録申請用紙提出先 

 ・班役員・自治会館或いは自治会館 FAX(045－801－9441) 

http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93
http://www.izumikuren.net/top.php?id＝93
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シルバーサロンさくら 
 

      ６月 ３日（月） １３時～１５時         会場は自治会館 

    大道芸よりどころ              

                          参加費 100円 

   ６月1９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＞    1班   角町 文弘      5月  7日   届出 

        3班       長谷川 隆                  4月３０日       届出 

         ４班    ｸﾗｰｸ ｽﾃｨﾌﾞﾝ ｱﾝｿﾆｰ    5月１７日   届出 

        10班   浪花   良賢        5月   ３日     届出 

              19班   木野 洋       5月２０日     届出 
 

＜世帯主変更＞   ４班  高野 泰代        5月１２日       届出 

                        ７班  櫻庭 義則        5月   １日     届出 

                       17班      十川 文枝        5月１５日     届出 
 

＜家族の転入＞    7班  藤田哲史・眞妃・和輝   ５月   1日         届出 
 

＜転出＞         10班  佐伯 隆太        5月１５日       届出 
 

＜休会＞       12班    三浦 健一        5月    1日     届出 
 

＜退会＞         2班  青木 喜美恵       5月    3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。 

   １２班  長谷川 サヨ                 ４月  6日       逝去（享年 ８9歳） 

       １８班  目黒  福司       ４月23日       逝去（享年 ８8歳） 

    

 

お詫びと訂正 
 

① 自治会ニュース５月号に記載された「◎今年度役員の方々です。」の中で 

  役員選出委員委員長  高橋千鶴子様  副委員長  森岡昌彦様 となっていましたが、 

  正しくは    委員長  森岡昌彦様    副委員長  倉島明広様 です。 

  お詫びするとともに訂正させて頂きます。 

② ２班役員のお名前が浅野清見様となっていましたが、正しくは 浅野清美様です。 

お詫びするとともに訂正させて頂きます。 

 

『パソコン教室のお知らせ』      対象者：自治会役員・自治会館員のみ 
 ６月１１日（火） １５時～１７時     ６月２５日（火） １５時～１７時 

 いずれも第3会議室 


