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新年のごあいさつ        下和泉住宅自治会会長 小林俊彦 

   新年明けましておめでとうございます。 

今年も皆様にとって良い年でありますよう、お祈り申し上げます。 

昨年は、年号も新しくなり、新時代の到来を感じましたが、相変わらず 

自然災害の多い年でした。台風１９号では、当自治会でも屋根が飛ばされ 

電柱が倒壊する等、被害が出ました。防災に対する備えは、日頃から心掛けて 

おきましょう。当自治会では、会員の皆様のご協力により、住宅祭をはじめ、各種行事が盛大に 

実施出来ましたことに対し、厚く御礼申し上げます。 

当自治会を取り巻く課題は多く、各協議会に積極的に参加し、早期実現に努力して行きます。 

特に、当自治会に隣接する深谷通信所の跡地利用については関心の高い問題であり「泉区深谷 

通信所返還対策協議会」を通じ、積極的に取組んで行きます。何かご意見があれば、お聞かせ 

下さい。横浜市としては令和３年度の都市計画決定を目標に、施設設計を進めると共に環境 

影響評価のため、今年よりボーリング調査や騒音・大気・生物等の現地調査が実施されます。 

跡地利用の工事が始まったと、誤解しないようにして下さい。 

暫定利用では、生活道路をはじめ、少年野球場・中央広場に加えて、多目的運動広場や、公衆 

トイレや防災倉庫が整備され、利用できる予定です。 

高齢化率の高い当地区では、自治会活動はもとより、諸団体の活動に一人でも多くの方々が 

参加され、心豊かに、楽しく生活する事が何より大切です。今年も、諸団体と協力しつつ 

「住みよい街づくり」に邁進したいと思います。 

皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。 
 

消火器購入・詰め替え・廃棄及び消火器取扱い訓練 
防災防犯部 

 11月 2４日（日）9:00～12:00事前に申し込まれた方および当日申込みされた方を対象に、 

新規消火器購入・消火剤の詰め替え・廃棄を行いました。同時に、第 5分団第 2班の団員の 

協力を得て消火器の取扱いと消火訓練を行いました。 

火災から命と財産を守るため、「消火器の点検を忘れず」万が一のため 

消火器の操作手順を学んでおきましょう。消火器の使用期限はおおむね 

５年です。使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があり 

ます。今回は期限切れの消火器や使用済みのカラの消火器の持ち込みが 

数件ありました。放置せず速やかに新しい消火器に取り替え、万が一の 

時に備えてください。 

自治会ニュース 
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令和２年/令和３年度選出委員が決まりました 
                                       総務部 

令和２年度の下和泉住宅自治会役員の選出委員(偶数班は令和元年/令和２年度担当)が下記の 

通り決まりました。偶数班は令和２年度迄担当継続です。            （敬称略） 

奇数班 (改選) 担当年：令和２/令和３年 偶数班 (継続) 担当年：令和元年/令和２年 

班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 
1 佐藤 友彦 3 中山 公子 2 ※倉島 明宏 4 利元 正秀 

5 根来 信夫 7 濱田 智 6 金子 知佐子 8 富永 進 

9 小倉 栄子 11 松村 豊子 10 伊藤 辰 12 米津 康紀 

13 木村 智雄 15 村山 明美 14 荻野 良江 16 今井 暁子 

17 大西 敏博 19 谷ケ城 安男 18 川上 紀子 20 小内 一明 

21 関屋 武人 23 飯田 律子 22 佐藤 由子 24 原田 武 

※令和２年度委員長                         宜しくお願いします。 

 

祝  今年成人式を迎えられる皆様            

 福利厚生部 

 今年成人式を迎えられる皆様、おめでとうございます。当自治会では 23 名の方々が  

成人式を迎えられます。1 月 13 日（月・祝）『成人の日』に、自治会からお祝いとして記念品を

贈呈いたします。新成人の皆様には、社会の一員としての自覚を持ち、健やかで幸せな人生を歩ま

れることを祈念いたします。 

成人式を迎えられる皆様は（平成 11 年 4月２日～平成 12年４月 1日生まれ）です。 

漏れていましたら、班役員まで申し出てください。  

班 氏名 班 氏名 班 氏名 班 氏名 

1 桑原 直輝 9 平山 明日香 12 塩幡 聡太 17 信田 菜々 

2 佐藤 由奈 9 片桐 大輔 12 竹川 拓臣 19 関本 和哉 

4 川端 凛子 10 関根 葵 16 山下 虎佑 19 志村 史子 

4 中里 花菜 11 山本 健成 17 六田 博己 19 山本 聖也 

5 小林 龍人 11 天野 雄太 17 秋山 和也 20 前田 裕樹 

8 小谷 竜也 12 伊勢野 優樹 17 小田和 亮   

新成人が産声を上げた 1999 年～2000 年は、バブル崩壊から始まった平成不況が続いた時代

でした。２０世紀の人類・科学の発展は、目を見張るものがあり、科学の発展は産業の発展をもた

らし大量生産・大量消費の社会を生み出し、また環境など多くの問題を生みました。産業革命以降、

人口の増加のペースが速まり、２０世紀初頭の人口１５億人が２０世紀末には６０億人（１９９９

年１０月現在）に膨れ上がりました。 

１９９９年の横浜は、市長は高秀秀信、人口は３４０万人（現在３７５万人）、８月に市営地下

鉄ブルーラインが戸塚駅～湘南台駅間開通（当時、地下鉄として最長営業区間）。 

これで、やっと下和泉住宅も横浜のチベットから脱却？ また、1999 年はコンピューターの２

０００年問題の対応に追われた年でもありました。 世の中を見渡すと、5月自動車のナンバープ

レートの分類番号 3 桁化。6 月男女共同参画社会基本法公布・施行。８月日本の国旗・国家法公

布施行され、「日の丸」・「君が代」が制定。9月東海村 JCO臨界事故発生。10月上信越自動車道

が全線開通。12月 JR 東日本奥羽本線の山形新幹線が開業。「五体不満足」の本が４００万部のベ

ストセラー、「だんご３兄弟」CD が２５０万枚の売り上げ、「子犬型ペットロボット AIBO」が発

売、９月福岡ダイエーホークスがリーグ初優勝、などの出来事がありました。 流行語大賞は、「ブ

ッチホン」「リベンジ」「雑草魂」、1999年の今年の漢字は「末」で「末広がり」の期待を込めて 

でした。 
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  第 3６回 囲碁・将棋・麻雀大会 開催のお知らせ    

文化体育部 

自治会員の皆様、あけましておめでとうございます。 

本年も恒例の「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、 

 グループ外の方も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）      

午前 9:00 ～ 午後 2:00（集合 8:50） 

会  場：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 

賞  品：それぞれに優勝・準優勝・３位（麻雀には飛び賞もあります） 

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：申し込みは終了いたしました。 

募集人数：囲碁：２０名  将棋：１０名  麻雀： ２４名 

 

   保健環境部からのお知らせ            保健環境部 

 

1２月６日(金)花壇の日（１０:00～１０:３０） 

   保健環境部の女性たちで花柄摘みをしました。パンジーはハサミで切ると雑菌がつくので 

   素手で摘み取り、指先は真っ黒になりました。 

12月８日(日)ハマロード・サポーター（９時～１０時）に９名の参加。落ち葉を拾い、雑草 

  を取りました。 

次回「花壇の日」は 1 月 1２日(日)  10：00～11：00 

ハマロードサポーターはお正月休みです。 

 

 初冬の花壇歩き 
 
 斑入り葉で小花が穂状に咲くピンクの金魚草、甘い香りでボリュームたっぷりに咲く八重咲き 

のピンクのストックを中心に、花壇の縁には目入りのパンジーの白、白のデイジー、ピンクと 

白で花色合わせをしてみました。華やかな空間をお楽しみください。 

 

    「どんど焼き」のお知らせ                富士見が丘連合自治会 

 毎年恒例の「どんど焼き」が、下記のように行われます。正月飾りは燃やせるもののみを 

受け付けますので役員に手渡してください。 

日 時：令和２年１月１２日(日) 10：00～1３：00 (小雨決行) 

場 所：「いずみ桜広場」 詳しい内容は、回覧をご覧ください。  

模擬店：有料（甘酒、各種飲料、豚汁、串だんご）、無料（祝い酒） 
 

 令和２年「新春マラソン＆ウオーキング大会」のお知らせ 
    富士見が丘連合自治会 

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」が行われます。 

 下記の日程にて実施しますので多数ご参加ください。 

 １）開 催 日 時 令和２年１月２６日(日) 9：30 ～13：00 (小雨決行) 

 ２）会 場 県立境川遊水地公園 ～ 下飯田遊水地 

 ３）参加者受付 9：00 ～9：30 詳しい内容は、回覧をご覧ください。 
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自治会館からのお知らせ             会館運営委員会 

１．事務員募集（２０20 年度） 

   自治会館の事務を行う事務員を募集します。ボランティアですが、ご協力いただける方の 

  募集をお待ちしています。申込期限：１月１8 日（土）、連絡先：前原（８０１－１９８２） 

2．２０２０年度各種委員会の優先利用申請について 

    自治会の行事等に協力をいただいている「各種委員会」は、下記条件を 

   満たし申請した場合は優先利用制度があります。 

      優先条件：①自治会が指定している「各種委員会」 

②２０名以上の会議・行事であること 

③年間計画が決まっていること 

   ２０20年度（２０20年４月～２０２1年３月）申請方法 

    指定の申請用紙（事務所にあります）に記載し、１月２０日迄に事務員に提出して 

    下さい。なお、自治会会議・行事等が第一優先となっていますので、提出いただいた内容 

    を検討し、可否は後日連絡します。 

 

    シルバーサロン さくら    
   １月１5 日（水） １３時～１５時        

             かるた会 ・ 抹茶             

                                       

              会場は自治会館です。参加費：１００円        

     問い合わせは、下記連絡先へお尋ねください。            

                       連絡先  ８班 細谷（803-9425）       

                               １８班 横内（803-1142）           

                             
 

   交通部・防災防犯部からのお知らせ 
                                 下和泉住宅自治会 

                                           交通部・防災防犯部 

    令和元年５月１日～１１月３０日までの７か月間に下和泉住宅地域内で駐車票表示の 

無い車が複数回駐車していたのが見受けられました。なお、基本的に当自治会地域内道路の 

ほとんどが、道路交通法第４５条（駐車を禁止する場所）の規定により駐車禁止となって 

おり災害時の消防車、救急車等の通行の妨げとなります。どうぞ道路交通法第４７条（停車 

又は駐車の方法）をお守りください。 

  

お知らせ 
 

     ＜入 会＞     ８班 小西 晃         １２月 １日 届出 
 

      ＜転 出＞   １１班 古澤 久年        １２月 １日 届出  

 

   ＜世帯主変更＞   １０班 安原 美佐子       １２月１６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 

          １０班 安原 勝彦 （享年８０歳）１０月２９日 逝去 

                    


