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第６４１号                          ２０２０年４月１日 

安全で優しく楽しい 住み良い街づくりを目指す              ４月号 

下和泉住宅                           

 

 

 

                                                              

発行：ニュース部 

第５８回下和泉住宅自治会定期総会が開催されます 
総会に向けて 2 月後半の土曜、日曜の 4 日間（１５.・１６・２２.・２３日）をかけて 

『班会議』が行われ、総会の議案書（案）に基づいて審議が行われました。 

班会議で会員から出された意見や要望などを、三役会で慎重に検討し、3 月度役員会に 

おいて承認を行い、総会に向けての議案書に盛り込まれました。 

  各班の代表出席者も決まり、下記の通り今年度の総会が開催されます。 
 

      日 時 2020 年４月１９日（日）午前１０時～１２時 

      会 場  下和泉住宅自治会館 第１・第２会議室 

        議 題 1 : 2019 年度事業／決算／資産 報告 

          2 : 2019 年度事業活動／資産／会計 監査報告 

            3:  2020 年度事業計画(案)/予算(案) 審議 

            ４: 新役員（奇数班、女性部代表）承認 

            ５: その他 
 

       2019年度班会議出席状況                 総務部             

全体の出席状況は 11.9％（281名／2367名）でした。 
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２０１９年度点描 

２０２０年度 自衛防災隊のご紹介 
 

   災害時を想定して、避難経路や避難方法を検討し、避難生活用具の使用方法を 

習得し、地域防災拠点(下和泉小学校)での避難生活に備えたり、防災知識を身に 

付け、地域の防災意識の向上に貢献していただきます。 
                                                                
  （敬称略） 

班    お名前 班   お名前 班   お名前 班   お名前 

 1     太田 雅士  7 鈴木 東司 13    村上 耕一 19  糟谷 靖宏 

 2  寺田 和仁  8  阿部 達也 14    上岡 純作 20 小内 一明 

 3 藤岡 尚志  9  飯岡 直樹 15  葛生 多佳子 21  大野 康彦 

 4  芳山 俊男 10  水越 利春 16  大野 則明 22  仲  正史 

 5  間瀬 直光 11  伊藤 春雄 17  三宅 寿江子 23  高橋 武治 

 6  小倉 健一 12  菅原 功 18  加藤 泰子 24  佐々木 隆夫 
 

 

 

 

 一人暮らしお食事会     五月祭り      歩け歩け大会    神明公園草刈り 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ＡＥＤ講習        夏休みお楽しみ会     放水訓練        盆踊り 
 

 

 

  

 

 
 

  案山子コンテスト   車イス使用方法講習会  住宅祭（宵宮）     住宅祭（子供神輿） 

 

 

 

 

  

 

 
  作品展             秋季避難訓練           どんど焼き                 
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 「あるけ・あるけ大会」開催のお知らせ            福利厚生部 
 

    ポカポカ陽気に誘われて、家族や友人と共に地区周辺を散策し、少し歴史に触れ楽しい 

   一日を過ごしてみませんか。今年も２コース用意しました。  

   体力に合わせ、皆さんお誘いあわせてご参加下さい。 

   実施日：５月１７日（日）９：００～１４：００（雨天中止） 

   集合時間 （長いコース）９：００ /（短いコース）１０：００ 

                （俣野公園でお茶とお弁当が出ます） 

   集合場所 ：自治会館                            

                                                       

   行程    短いコース：密蔵院見学（四国八十八ヶ所霊場お砂踏みの体験） 

        長いコース：民話にある「まさかりが淵」の河辺を散策 

     詳細は回覧をご覧いただき、申し込み下さい。 締め切りは、４月 26 日（日） 

 

   

保健環境部からのお知らせ 

                                                                   保健環境部 

 

３月８日（日）ハマロード・サポーター＆花壇の日は、雨天の為中止と 

       なりました。 

  ３月１５日（日）１０：００～ ボランティアさんと共に花壇の手入れを 

         行いました。 ＜８名＞ 

   次回、 ４月１２日（日） 

     ハマロード・サポーター     ９：００～１０：００ 

     花壇の日           １０：００～１１：００ 

     １１：００～花壇の手入れ後。  “ちょこっとお茶会を”          

     行いたいと思います。  （ ＊お花好きの方、是非お集まりください ） 

      皆様のご参加を お待ちしております。 

 

会計からのお願い               自治会会計 

 

自治会員の皆様には、いつもご協力をいただきましてありがとうございます。 

５月に班長さんが、自治会費の集金にお伺い致します。班長さんの負担軽減の方法として 

自治会費の６ヶ月払い、１年払いも可能ですので、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

 

自治会館からのお知らせ 
運営委員会 

    ２０２０年度の会館運営委員が下記の通り決まりました 

       ２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで会館運営にあたります。 

委 員 長 高田自治会長 副 委 員 長 植草総務部長 

事務局長（館長） 前原 康博  事務局次長 佐藤 政則 

事務局員（会計） 尾崎 直子  事務局員 高橋 千鶴子 

事務局員 大野 洋子  事務局員 橋田 憲子 
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  シルバーサロン さくら                              

４月 ６日（月）    1３：３０～1４：３０  頭の体操 

４月１５日（水）  13：３０～ 1４：３０  体操    おしゃべり喫茶 
 

コロナウイルス対策のため今月は、短縮時間となっています、ご注意ください。 

   ※手ぬぐい（タオル可）をご持参ください。    連絡先 

会場は自治会館です。  参加費：１００円     ８班：細谷（803-9425） 

                      １８班：横内（803-1142）  
          

  お知らせ （敬称略）  

 

   ＜転出＞   1４班 佐久間 隆夫   ３月    １日   届出 
                     
   ＜退会＞    ５班 宮内 政雄      ２月 ２４日 届出 

          ２０班   高野 裕       ３月    １日 届出 
 

   ＜休会＞      11 班   米谷 学       3 月  ４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。 

         １４班 鈴木 岩男     ３月 ６日  逝去（享年９０歳） 

       １５班   森田  寛     1 月２３日  逝去（享年 81 歳） 

 ２０班 入内島 美津子   2 月１6 日  逝去（享年 82 歳）                                                       

２４班 小林 嘉富     2 月２１日  逝去（享年８１歳） 
  

  「２月に配布した会員名簿で下記の記載ミスがありました。お詫びいたします。 

      誤  ２３班 水間 奈津江  → 正 ２２班 水間 奈津江                                                              
 

下和泉住宅内【早朝啓発】実施の報告をします             環境推進委員 
３月１０日（火）ゴミ集積所９カ所を循環局職員と共に廻りました。                          

①紙類の混入 (レシート・ロールペ-パー芯・菓子箱)②納豆の容器・たれ小袋・（プラゴミ） 

③スプレー缶のふた（分別）④林檎 3個（食品ロス）⑤衣類（古布は雨の日は出さない） 

⑥剪定枝 （多い時は何回かに分けて・乾かして）等々指摘がありました。 

番号の付いていない所もあり、この機会に各戸通し番号を付ける事をお進めします。 

分別し、燃やすゴミ量を減らすことを考えていくには、いい方法かと思います。 

すでに実行している班も多くあります。                                                          

 

「旧・会員名簿の回収について」のお知らせ              総務部 

「旧・会員名簿」又は「役員引継ぎ資料」「班長引継ぎ資料」等 

    不要な書類を回収します。 

     １） 回収期間  ４月 1日（水）～４月１５日（水） 

     ２） 場所・時間 自治会館 １０：００～１６：００ 

     ３） 持ち込みが、困難な方は班役員へ  班役員→自治会館  
             

今年度も自治会ニュース発行に当りまして、各方面からのご意見、ご要望初め厳しい 

ご指摘を賜りまして誠にありがとうございました。高部、鶴田は本号をもって役目は終わり 

以降は一読者として見守りたいと思います。会員皆様のご意見を多く寄せて頂き、５月号 

からは新部長の野田千賀子（１０班）が紙面を彩ってくれると思います。 

引き続き、佐藤玲子（２４班）と新しい役員、ニュース部担当が加わり紙面も新たに、 

会報品質の向上に努めて参る所存です．今後ともよろしくお願い致します。 


