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新年のごあいさつ       下和泉住宅自治会会長 

 

あけましておめでとうございます。              
 

会員皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 

昨年は、2 月頃から新型コロナウイルスの影響で事業の中止 

或いはやり方の変更を行いながら自治会運営を行いました。 

また、「住宅祭・盆踊り検討委員会」「女性部の在り方検討委員会」を 

実施しました。新年早々の 1 月には「防災計画委員会」を実施予定です。 

これらの検討結果を本年の事業に反映していきます。   

 

 新型コロナウイルスの影響は、しばらく続くと思われますが、自治会の活性力を 

さらに向上させ、会員の皆様と協力して住民同志のコミュニケーションの活性化を 

重点的に暮らしやすい住宅となりますように役員一同、事業を推進していきます。 

 

会員の皆様も「できる時にできることを、みんなで助け合える町内を目指しましょう！」

をモットーに自治会活動にご協力いただければ幸いです。 

 

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 29 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。なお消火訓練は新型コロナウイルス 

予防の観点から中止といたしました。                  

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３年/令和４年度選出委員が決まりました 
                                       総務部 

令和３年度の下和泉住宅自治会役員の選出委員(奇数班は令和２年/令和３年度担当)が下記の 

通り決まりました。奇数班は令和３年度迄担当継続です。            （敬称略） 

奇数班 (継続) 担当年：令和２/令和３年 偶数班 (改選) 担当年：令和３年/令和４年 

班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 班 氏   名 

1 佐藤 友彦 3 中山 公子 2 手塚 静子 4 安部ひろみ 

５ 根来 信夫 7 濱田 智 6 黒川 信男 8 長谷川スミ子 

9 ※小倉 栄子 11 松村 豊子 10 原 ケサミ 12 吉本 雅彦 

13 木村 智雄 15 村山 明美 14 大塚 広美 16 髙橋久美子 

17 大西 敏博 19 谷ケ城 安男 18 加藤 雅彦 20 渡邉 保春 

21 山下 洋司 23 飯田 律子 22 仲  正史 24 表  和雄 

※令和３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１９名の方々が  

成人式を迎えられます。1 月 1１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

れる事を祈念いたします。 

成人式を迎えられる皆様は（平成 12 年 4 月２日～平成 13 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 

２ 奈良 奎汰 2 西村 妃夏 ４ 中里 怜菜 ５ 堂前 沙綾 

６ 渡辺 まひろ 6 飯利 亜由美 ９ 大谷 圭加 ９ 廣瀬 珠季 

10 藤田  愛 10 水越 久輝 10 河原 央樹 13 竹内 優衣 

15 葛生 梨々香 16 荻野 里菜 16 佐々木士龍 17 鶴野 颯人 

17 宮内 未菜 21 鴇田  凱 23 斉藤 こころ   

*2000 年に誕生した皆さんはミレニアムベビー「ミレベビ」とも言われた。  

*日本の出生数 1,190,547 人と微増、都心回帰の影響で新築マンションラッシュが続き 

 首都圏では幼稚園に入園出来ない子供が相次ぐ。 

*この年小渕首相が倒れ、森連立内閣発足。 

*有珠山と三宅島が噴火、鳥取西部で大地震。 

*シドニー五輪で髙橋尚子ら日本人女性が大活躍、イチローが野手として初の大リーガーへ。 

*介護保険制度がスタート、「おっはー」が流行語大賞。 

*サザンオールスターズの「TUNAMI」、福山雅治の「桜坂」が大ヒット。 

*2000 円札の発行、2000 年の漢字に「金」文字に。 

 

 囲碁・将棋・麻雀大会 開催中止のお知らせ    

文化体育部 

毎年２月初旬に開催しておりました「囲碁・将棋・麻雀」大会を今年は 

「新型コロナウイルス」感染症の終息が未だ見込めず拡大防止の観点から本年は実施すべきでは

無いと判断し、残念ながら中止とすることといたします。 
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 各部活動紹介  福利厚生部 
          

自治会活動として 

① あるけ・あるけ大会(５月) 

コースの選定（Ａ、Ｂのコースを実地見聞） 
参加者を募集（自治会ニュース＆掲示板） 
お弁当・飲み物、ゲーム用品の手配と準備 
昼食後の軽いスポーツの準備（スポーツ推進委員、青少年指導員に担当依頼） 
備品の準備（ブルーシート、軽スポーツ用具、他） 
 

② 敬老会(９月) 

７５歳以上になる会員の方に招待状を配布 
参加者を募集（自治会ニュース＆掲示板等） 
軽食と記念品等の手配と準備 
  記念品贈呈＝喜寿（７７歳）、米寿（８８歳）、白寿(９９歳以上)  

③ 新生児のお祝い 

新生児誕生を「移動連絡票」にて確認し「お祝い金」を贈る 
④ 新成人への記念品贈呈 

⑤ エコキャップ推進活動（会館に回収ボックス設置） 

再生プラスチックを原料とし換金し「NPO 法人世界の子供にワクチンを日本委員会(JCV)」 
へ贈る 

⑥ 案山子コンテスト（９月～１０月） 

地域のボランティアと子供たちと一緒の案山子作り 
⑦ 夏休みの宿題サポート教室 

 

◎メンバー皆で助け合って頑張っています 
 

1 班   星  廣信   5 班  髙橋 美智子 13 班  望田 壽子 

16 班  吉田 辰美 22 班  本山 幸利 24 班  佐藤 玲子 
 

   保健環境部からのお知らせ              保健環境部 

 

12 月１３日(日)・ハマロードサポーター（９:00～１０:00） 

多数の方の参加を頂き、落ち葉を拾い、雑草を取りました。 

    女の子も参加してくれました。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

次回「花壇の日」は 1 月 1０日(日)  10：00～11：00 (花がら摘み・雑草取り等) 

ハマロードサポーターはお正月休みです。 
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自治会館からのお知らせ             会館運営委員会 

  

 ２０２１年度各種委員会の優先利用申請について 

    

   自治会の行事等にご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」 

        ② 20 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 

   2021 年度（2021 年 4 月～2022 年３月）申請方法 

        指定の申請用紙(事務室にあります)に記入し、1 月 20 日までに事務員に 

        提出してください。 

        なお、自治会会議・行事等が第一優先となりますので、提出していただ 

        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 20 日（水） １３時 30 分～14 時 30 分        

             かるた会              

                                       

              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）           

                              
 

 

   2020 年度  共同募金寄付金 

         ￥１８２，２５０ 

      ご協力ありがとうございました。  会計 小松澤。 
  

お知らせ 
 

      

      ＜転 出＞   １８班 菅原 勇喜     １１月 ２９日 届出  

 

 

   お詫びと訂正 

 
① 自治会ニュース 12 月号に記載の「お知らせ」欄に誤りがありました。 

      正  23 班  飯田 喜義  

      誤   7 班 飯田 喜義 

               

②  12 月号 各部紹介「交通部」メンバー紹介欄に誤りがありました。 

        正 末長 栄子（17 班） 

        誤 末永 栄子（17 班）  

 

    深くお詫びして訂正させていただきます。 
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班会議日程表
  日   程    時    間    第一会議室    第二会議室

２月２０日（土）   10:：00～11：00      １３班      １４班

13：:00～14：:00      １５班           １６班

15：00～16：00      １７班      １９班

２月２１日（日）   10：00～11：00      １８班      ２０班

  13：00～14：00      ２１班      ２２班

  15：00～16：00      ２３班      ２４班

２月２７日（土）   10：00～11：00       １班       ２班

13：00～14：00       ３班       ４班

15:00～ 16：00       ５班      ６班

２月２８日（日）   10：00～11：00     ７班       ８班

13：00～14：00     ９班         １０班

  15：00～16：00      １１班      １２班

班会議については、新型コロナウイルスの影響を考慮して短い時間で行ないます。

また、第５９回定期総会は 4 月１８日（日）に予定していますが、コロナの感染状況で

開催方法を検討します。

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いただき

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。

各部活動紹介      女性部

   女性部は各班から 1 名を選出し２４名にて構成されています。

   主な活動は女性部主催の５月、１１月の「６５歳以上のお一人暮らしの方々のお食事会」

   ですが、令和３年度はコロナ禍の折りでもありますので、少人数での「茶話会」を年 4 回

   程度開催の予定です。

   他に、自治会、富士見ヶ丘連合のお祭り等、各行事のお手伝いを活動の一環としています。
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各部活動紹介            防災防犯部

防災防犯部はこんな活動をしています。

【防災の活動では】

１・地域防災拠点班別役割訓練・秋季、冬季地域防災拠点訓練

  訓練の中では防災、避難、救護、消火などの         

学習や実技を学ぶ活動です。

２・災害時要援護者支援活動

  安全で正しい車イスの使い方や、

援護を必要とする方々への支援方法を

学んだり、実際に支援訓練も行う活動です。

３・放水、消火器操作訓練

消防団指導のもと、機材を使っての初期消火方法について学ぶ活動です。

又、業者による消火器の購入、詰め替え、廃棄等の案内や防災ベンチでの

炊き出し訓練、ＡＥＤ（心肺蘇生）について学ぶ活動もあります。

               

【防犯の活動では】
１・小学校児童見守り・会員有志のパトロール活動

下和泉小学校児童の下校時見守りや会員有志によるパトロールをしています。

又、泉警察署・泉区役所協力の防犯講習会なども実施しています。

防災防犯部では色々な活動計画がありますが、コロナの影響で中止された活動も多いです。

行事参加のチャンスがありましたら是非参加してみてください。

２０２０年度・防災防犯部メンバーです。

１班 星 廣信 ７班  熊田 春未

４班 栗原 正夫 １２班 小林 泰子

６班 植草 幸子 １９班 瀬口 隆志
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保健環境部からのお知らせ                                       
保健環境部

✿花壇の日（1 月 10 日 AM10：00～  ）

秋に植えた花が一部枯れてしまい、補充の花（キンセンカなど）植え付けと、

花壇の雑草取り及び落ち葉処理を、ボランティアの皆さんと共に 9 名で行いました。

寒さが厳しい中ご協力ありがとうございました。

                              

✿ゴミ箱用ラベル作成（1 月 10 日 PM1:00～3：00）

オーダー数１８０枚をラミネート加工（部員 5 名）

２月の活動予定

✿ハマロードサポーター（2 月１４日 AM9：00～10：00）

百日紅並木雑の雑草取り・落ち葉処置

✿花壇の日（2 月 14 日 AM10：00～11：30）

  花壇の手入れ（花柄摘み・雑草取りなど）

※コロナ禍の中ですが、本年も保健環境活動にご協力を宜しくお願いいたします。

         自治会館からのお願いとお知らせ                     

                                                                     会館館運営委員会

♦ 新型コロナウイルス感染防止対策を厳守して利用を！
１月 8 日、２度目の緊急事態宣言が発令されました。会館利用の際は下記の

  事項を厳守し、より一層の感染防止対策を実施してください。

  ○ 室内の喚起や 3 密（密閉、密集、密接）の回避

  ○ 飲食の禁止

  ○ 検温、マスクの着用、手指の消毒、こまめな手洗い

♦ 自治会館の設備や備品を損傷したら事務員へ報告を！
  最近、会館の設備や備品の損傷が増えています。万が一損傷してしまった場合は、

必ず事務員へ報告してください。事務員が不在の時は、メモでお願いします。

壊れた設備を知らないで利用するとケガなどをして危険です。

  先日も女子トイレの便座が壊れているのを知らないで利用し、ケガしそうになりました。

♦ 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（月）～２０日（土）

(2) 重 複 調 整 日               ２月２７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７日（日）  ９時集合
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文化体育部よりのお知らせ

  一昨年（2019 年）8 月開催の「納涼盆踊り大会抽選会」の景品で
  「珪藻土バスマット」当選の方。（当選者 10 名さま）
  
  当自治会で提供した商品は、「イトーヨーカドー」より

購入（㈱ヒロコーポレーション）したもので、
  アスベストに係る法規制の対象となる商品でないことを
  第三者機関にて検査証明され メーカーが発表しています.

・                                                               －型式 HZKBM001－

   シルバーサロン  さくら
２月    １日（月） 13：３0～1４：３0    会場は自治会館

        手品                  
   ２月１７日 （水） 13：３0～1４：３0    
        サイコロ遊び              会費１００円
                  問い合わせ ８班 細谷 ８０３－９４２５
                       １８班 横内 ８０３－１１４２

ひばり会  ２月講座・おしゃべり会

    注意事項 マスク着用   玄関で消毒液使用      下和泉住宅ひばり会

  １ 講座                                                                     

○ 日時    ２月 １３日(土)   午前１０時～１１時３０分 会場 自治会館会議室

○ 講座内容 高齢者の健康法、習慣つけて適度な運動

         脳の活性化にふまねっと運動が効果発揮    会費 １００円

      講師   高齢者体育指導員、ケアプラザ・キャラバンメイト

  2  おしゃべり会                                       

        ○ 日時    ２月１７日（水）    午前９時３０分～１１時

     〇 内容   日常生活の困りごと何でも相談    

          対応者  ケアプラザ職員 、民生委員 会費  なし
                                           

      ＊今年度の最終回、自治会館でお待ちしています。

 お知らせ（敬称略）
＜ 入会  ＞  １７班    髙野  浩一       １月 １４日  届出

＜ 転出  ＞  １１班    長瀬  真奈美      １月 ３０日 届出

＜ 退会  ＞   ２班    益田  慎二         １月 １７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

    2 班   岩本  昌康    （享年  ８５歳 ）  １２月３０日逝去    

   10 班   太田  ヤスエ   （享年 1０１歳 ）  １２月１６日逝去
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防災防犯部

1月23日（土）午前9：30より自治会館第一・二会議室において防犯出前講座が開催さ
れました
今回は、新型コロナウイルス感染症予防および緊急事態宣言下、対象者を防災関係役員とし、

参加者は9名　　講師1名　（泉区役所総務課・防災担当）で開催しました。

講座は、地震の際、家庭で出来る防災ということで説明をして頂きました。

・家具の転倒防止（突っ張り棒・マット式器具・ストッパー式器具）
・火の始末　　　（揺れがおさまってから）

・屋外へ出て自宅周辺の様子を見ることが重要です。（危険な場合は、避難場所へ）

・停電が発生してる状況で、長時間家を離れる場合は、電気ブレーカーを切りましょう。
・停電に備え　（懐中電灯・携帯電話及び充電器・携帯ラジオ・乾電池）
・断水に備え（水一人一日3リットル三日分備蓄・携帯トイレ・トイレットペーパー・歯磨き剤

・食料品（お米・缶詰め・レトルト食品）普段から食べている常温保存食品を備蓄しましょう

万が一に備え日頃の備えが大事です

Pはて晶Jp－1625726ユ



班会議が行われました

定期総会に向けて2月20日（土）・21日（日）・27日（士）・28日（日）に班会議が
開催されました。
班会議においては、4月18田（田）に開催予定の第59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。会員におかれましては活発な意見交換が行われました。

皆さんの自治会活動への関心を高めるべく、会員の皆様の声を自治会に届く様に

役員一同努力してまいります。

皆さんのご協力をよろしくお願いします。

令和3年度の女性部のみなさまです
氏　　　名 氏　　　名

横山　美江 佐藤　　武子

安達　純子 林　　睦乃

伊藤　美由紀 大庭　　聖子

海老沢　美和 大野　　雪乃

白井　由紀子 程島　恵美子

小泉　綾子 南　　葉子

原田　美枝 熊坂　優夏

阿部　美紀 大和田　美紀

小野塚　三織 岡田　　康江

林　　たき子 仲　　信子

三隅　真由美 村上　薫

竹川　知子 渡辺　千鶴子



交通安全講習会は延期されました

「犯罪のない安全・安心なまらづくり」を目指して、2月6日（土）に自治会館において

交通安全および防犯講習会が予定されていましたが、新型コロナウイルスの感染予防の
観点から延期することとなりました。
開催日が決定しましたら改めてお知らせいたします。

ハマロードサポーター＆花壇の目のお知らせ

・ハマロードサポーター　　2月14日（日）AM　9：00～10：00

12名の参加を得て、雑草取り、ゴミ拾いを行いました。

・花壇の日：　　　　　　2月14日（日）AMlO：00～11：30

12名の参加を得て、花柄摘み・雑草取り

役員OB・ボランティアの皆さんご協力ありがとうございます。

［3月の予定］

・3月14日（日）

・ハマロードサポーター：　　AM　9：00～10：00

・花壇の日：　　　　　　　AMlO：00～11：00

＊家にこもりがらな日々ですが、土筆やタンポポが

芽吹く春です、外に出てリフレッシュしてみませんか、
皆さんのご協力をお待ちしています。

3



自治会員の皆様へ　運転要員募集のお願い

NPO法人あやめ会 ′、　　′ヽ

現
あやめ会は、20年間順調に運営され、昨年は会員の皆様の
ご理解を頂き、利用料金の改定を行い、さらに安定した運営が確保されました。

あやめ会の運営は、道路運送法に基づいて有償ボランティア活動として、高齢者を病院

買い物・区役所等に送迎しております。それには運転要員の確保が必要で、自家用車を
使っての送迎になります。月1日でも週1日でも自分の都合の良い日を決められます。

現在15名の方が活動していますが、利用者が増えていますので運転者が不足しています。
男女を問わず年齢は70才ぐらいまでの万を募集しています。

詳細のお問い合わせは090－2630－6462（あやめ会）にお願いします。

．シル／†一一グノブ．ン　　さくら
会場はいずれも自治会館

3月　1日（月）13：30′〉14：30

津軽三味線

3月17日（水）13：30～14：30

椅子体操
会費100円

問い合わせ　8班　細谷　803－9425
18班　横内　803－1142

お知らせ（敬称略）

＜入会＞　　　15班　　　門井　大

＜退会＞　　　14班　　　高橋信敏

2月17日　届出

2月20日　届出

＜退会＞　　14班　　　和田　チイコ　　　　　2月20日　届出

4



第653号
安全で優しく楽しい　住み良い街づくりを目指す

下和泉住宅

2021年4月1日

4月号

発行：ニュース部

2020年度班会議の参加状況（参加人数／会員数＝％）　総務部
才巾￥

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　1112　13　14　15　16　17　18　19　20　21　22　23　24　合計

班 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 �合計 

参加率 �8％ �7％ �17％ �11％ �19％ �12％ �6％ �11％ �5％ �7％ �13％ �4％ �11％ �7％ �7％ �8％ �2％ �15％ �8％ �14％ �8％ �20％ �16％ �13％ �10％ 

参加人数 �8 �7 �11 �9 �15 �13 �5 �12 �7 �8 �12 �6 �10 �5 �6 �8 �3 �9 �8 �13 �7 �14 �13 �11 �220 

会員数 �98 �95 �66 �85 �80 �109 �81 �113 �135 �116 �94 �144 �92 �72 �84 �103 �155 �62 �98 �95 �83 �69 �81 �84 �2294 

福利厚生部からのお知らせ

「あるけ・あるけ大会」開催のお知らせ

昨年は新型コロナウイルス感染の緊急事態宣言で中止しましたが、今年は「3密」を
避けながら深谷通信隊跡地中央広場にて、スポーツ推進委員・青少年指導員の方々に
ご協力いただき軽スポーツを予定しております

短い時間ですが楽しいひとときを過ごせますよう、皆さんお誘い合わせてご参加ください。

実施日　：5月23日（田）9：30′〉12：00（雨天中止）

集合場所：自治会館
集合時間　：9：30
＜マスク羞眉で石原】レ点す＞

行程　自治会館　⇒　通信隊跡地中央広場　⇒　自治会館・解散
自治会館に戻ってから、お弁当・お茶をお配りします

㌧．・

詳細は回覧をご覧いただき、申し込み下さい。締め切りは、5月10日（月）です。



保健環境部からのお知らせ



女性部からのお知らせ

玉　茶話会の御誘い　∬
お一人暮らしの方（65歳以上）

＿r　－宗吾で

新緑の美しい季節になりました。
昨年は新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言のため中止になりましたが、
今年度は「茶話会」という形に変えて、皆様とお会いしたいと思います。
ご一緒に楽しいひと時を過ごしませんか？

女性部一同心よりお待ちしています。

日　時　　　5月15日（土）　10時30分より

場　所　　　自治会館

会　費　　　無　料　（茶菓子のお土産付き）

申し込み：4月28日（水）までに担当民生委員の方に
電話でお申し込みください。

お申込み連絡先

1′、ノ　8班の方

9′〉16班の方

17′〉24班の方

南　　委員　　e O45－803－9460

北原　委員　　e O45－804－1344

横内　委員　　e O45－803－1142

′一・二‾・一一‥こ．－よ、hLt－11＿膚」工・轟二・Tj■「ヽ二1・；
還乳

虎醤　　一帖　禽

索警　民生委員からのお知らせ
感熱

謬虹　コロナ感染症緊急事態宣言がようやく解除される運びとなりましたが、解除されても

還　元の生活にはなかなか戻れない状態の中、健康で暮らしていけるように、
蘭留一　介護福祉士・介護予防運動指導員の鶴貝恵子先生にご指導いただき、今年度4月から

鱒臨月に1度「椅子」で簡単にできる体操を始めることといたしました0

新町これを機会に楽しく体を動かしませんか？参加をお待ちします0

日時　　　毎月　第4金曜田　9：30～10：40

場所　　　自治会館
参加費：500円／回

※　　マスク着用・動きやすい服装の上、飲料持参ください。
※　　問合せ：18班　横内　℡　803－1142

∴∴▲一・～　　一一　　＿－　∫　　　一
一・～　　　一一　　＿－Jl 丁～℡攣顔

E LL、r・「TJ　一一
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、
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シ几Jトサロンさくら　勃

4月　5日．（月）　13：30～14：30　タオル体操（手ぬぐい持参）
4月21田（水）　13：30～14：30　防災の話　（区役所）

※　手ぬぐい（タオル可）持参をお忘れなく。
※　マスク着用でお願いいたします

奮ってご参加ください、スタッフー同　心よりおまらしております。

連盟立
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）

＜入会＞　　　6班　奥山　典子　　　　　　3月　9日　届出

＜出生＞　12班　遠藤　匠馬　　　　　　3月　9日　届出

＜転出＞　19班　乗　健次　令和2年12月25田　届出
23班　伊藤　洋　　　　　　　3月　2田　届出
6班　熊田　哲也　　　　　　3月22日　届出

＜退会＞　14班　鈴木　せつ子　　　　　3月　3日　届出

＜休会＞　　1班　渡部　玲子　　　　　　3月11田　届出
2班　山中　厚二　　　　　　2月23日　届出

環

＜訃報＞　ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
22班　川村　ハ枝子　令和2年12月27日逝去（享年84歳）

編集後記
自治会ニュース発行に当りまして、各方面からのご要望はじめ厳しいご指摘、ご意見を

賜りまして誠にありがとうございました。
担当の野臥　佐藤は本号をもって役目を終わりました。色々と大変な事もございましたが

・無事に終えることが出来ました、ありがとうございました。

l　5月号からは、新部長の河口（9班）をはじめとする柴崎（21班）と新たに担当となる新役員でl
・紙面を彩ってくれると思います。今後ともよろしくお願い致します。

三三丁空β晃ゴミ聖＿．＿．1
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第654号
安全で優しく楽しい　住み良い街づくりを日指す
下和泉住宅

／＿へ ∫r一小…、川一二一「・一・一さい　、ノ　　　　／ノ、：．／こ 

ノノー一一・ 7／、、 � � �ー【．、、ァ � �岬 �� �　ノ‾ノ 　‾ノ‾′） ′／∵・二； � 

∵て■∴ � ��� ���‾、∴′／ �� 

2021年5月1日

5月号

屠ぎ郷間虔頗勒齢稚さ仁方

4月18日（目）午前10時より自治会館において、第59匝i下和泉住宅

自治会定期総会が開催されました（今年は、コロナ禍での開催に当たり、密接、
密集を避けた少人数制で開催されました）。定期総会では、班代表、新役員と自治会
三役（監事、役員選出委員長（正／副）含む）を含めた総勢49名の参加で、令和2

年度事業／決算報告、同3年度事業／予算計画も案）等について審議・承認されました。
承認された事業／予算計画に基づき、今年度の自治活動を進めて参りますので、会員の
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

◎今年度の自治会役員の方々です。　　　　　　　　　　　（＊は新役員）

班 名　前

高田　孝

横内　菊代

班 名　前

入打　晴美（広報・保健）

本山　広志

l l

l＊…

前原　康博 今井　暁子（ニュ・福利）

佐藤政則 末長　栄子（文化

関谷　武人

小松澤　弘安

吉木　博

星　康信（防災・福利）

交通）

瀬口　隆志（交通。防災）

武田　めぐみ（交通・

山中　君代（交通・総務）

浦上　和男（総務・広報）

柴崎富士夫（文体・ニュ）

修（防災・福利）
中尾　豊（福利・保健） 久保スミエ（広履・総務）

高橋美智子（福利・文体）

金子知佐子

佐々木隆夫

女性部代表

熊田　春未（保健・防災）

鷲尾満子（保健・総務）

大野　雪乃

高尾　勲

南野香代子
河口　弘（ニュ・総務）

永松　和美（文化・総務）

佐々木政造《交通・保健》

鈴木　弘子（防災・広報）

望田　寿子

委員長　小倉　栄子

副委員長　高橋久美子

総務部→総務　広報部→広報　二ュ →二ュ　文化体育部→文体　交通部→交通

保健環境部→保健　防災防犯部→防災　福利厚生部→福利



ある什・あ引け大会」開催の訴知らせ　福利厚生辞
4月号ニュース及び回覧でお知らせしています「あるけ・あるけ大会」が5月23日
（日）開催されます。参加申し込みをされた皆様は忘れずに参加をお願いします。

※申込み後、都合等で参加できない場合は、班役員までご連絡ください。

（申込みは、5月10日に締め切られます。）

実施日時：5月2】日（日）9時】〇分　～ほ疇（雨天中止）
集合時間‥　9時】〇　分（自治会館に戻ってからお弁当・お茶をお配りします）

集合場所：自治会館（手指の消毒・検温をします。）
＊　マスク着用でお願いします

寧＿班ごとの行動になります。
t注意事項】

●雨天中止です0中止の場合は、7時頃に「中止」のお知らせを広報車で行います。

・歩きやすい服装・はきなれた靴・帽子・汗ふきタオル・リュックサック等でご参加

ください。
・水分補給の水筒・ペットボトル・汗ふきタオル等は各自ご用意ください。

なお、保険加入をしておりますが、途中帰宅は対象外となりますのでご注意ください

「第十一回下泉住宅神明公園五月祭り」中止のお知らせ
五月祭り実行委員会

実行委貞長　樫崎　昭
下和泉住宅の皆様へ

毎年・「下和泉住宅神明公園五月祭り」を、下和泉住宅在住の方々の融和と親睦を

はかるため開催しています。

昨年は、「第十回五月祭り」を新型コロナウイルスの拡大により中止しました。

本年、五月祭り開催の時期なりましたが、緊急事態宣言解除後も新型コロナウイルス
の感染症が続き、終息が見え軌、状況にあります。

したがいまして、コロナウイルス感染防止のため誠に残念ではありますが、五月祭り

実行委員会として、住宅内の多くの方々が集まります5月　9日予定していました
「第十一回下和泉住宅五月祭り」を中止することにしますので、おしらせします。

自治会館からのお知らせ
会館運営委員会

1！　定期利用（7，8，9、月　度）申込みについて

（1）申込書配布・受付＝　5月1日（土）～20日（木）

（2）重複調整日　　　：5月29日（土）9時集合

（重複団体へr事事前に連絡します）

（3）確定（支払）日：6月　6　日（日）9時集合



ハマロードサポーター＆花壇の日のお知らせ

☆4月11日（日）9：00ハマロードサポーターは

14名の参加があり、4号線沿いの新たな雑草を

取りました。引き続き花壇の花柄摘みをおこない

ました（19名参加）　2・3月頃には、元気のな

かった八〇ンゾーやノースポールに生気が出て来ま

した。

i5月9日（日）『花壇の日』に冬の花の抜き取り

を行います、大事に育てて下さる方に差し上げた
いと思っていますので、レジ袋を持ってお集まりく

ださい

（環境倉庫前：10：00）

☆5月■6月のビッグイベント

＊5月30日（日）；夏花の植え付け・

＊6月6日（日）；集水溝清掃

皆様のご協力をお願いします。

☆4月号の花木【脳トレ】について（ミニ解説）

※百日紅（ヒヤクゾツコウ）．和名＝「さるすべり」ミソハ

ギ科の落葉高木、「百日紅」は、花期が長いこと
からで、また、和名の『さるすべり』は幹が滑らか

で樹皮が剥がれ易いいため、「猿も滑る」そうです、

散歩がてら環状4号線の並木に目配りも良し
※満天星（まんてんせい）、通称＝「ドウダンツツ

ジ」ツツジ科ドウダンツツジ属の植物。「ドゥダン」

は、枝分かれしている様子が昔、夜間の明かりに

用いた灯台（結び灯台）の脚部と似通っており、

その「トウダイ」から転じたもの

※白木瓜（白ボケ）はバラ科ボケ属の落葉低木で、

赤やピンクが多く見られますが、白の愛らしい花

を咲かせます。花言葉は」r先駆者」イ指導者」・
「熱情』など。

保健環境部



シニアクラブ和泉双葉会のお知らせ
和泉双葉会　　会長　横内菊代

今年度から和泉双葉会と和泉第2双葉会が統合されました。

会員の皆さんが最後まで、住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けられる場所に、そして

安全で安心して暮らせる場所にするために、力を尽くしていきたいと思います。

今はまだ、コロナ感染症が減少していませんが、それでも何かできる方法がありますU

まずは自治会館まで足を運びませんか？これからの事を話し合いながら、自分のため

そして、誰かのために頑張ってみませんか。

シニアクラブに加入されてない方も一考されてはいかがでしょう。

第1回目が5月11日（日）午前9時から11時まで自治会飴でこれからの活動について

許し合います。

問合せ18班横内　803－1142

笑いヨガ 民生貞

介護福祉士　介護予防運動指導員の鶴見恵子先生の指導で、参加者一人一人の

筋力やバランスカ暮柔軟性の向上■血行促進・自律神経の調整を目的とする体捜です。
どなたでも参加できます。お待ちしています。

日　時　5月　28　日（金）　午前9時30分から10時40分

持ち物：飲み物　動きやすい服装　　　一人1回　500円

問合せ　18班　横内　803－1142

シルバーサロン　さくら
開催日と　催し物のお知らせ

5月　3　日（月）津軽三味線13：30　～14：30

5月19日（水）　輪投げ　13：30　～14：30（景品があります）

会場　は「自治会館」参加費100　円

好い陽気になってきましたね。ぜひ　サロン　にお越しください

問い合わせ　8　班　細谷　803〟－9425

18班横内　803－1142

お知らせ（敬称略）
＜　入会　＞　　　　5　班　　宮本　愛美 4　月　4　日　届出

入会　＞　　　10班　　飯田　祐介　　4　月　3　日　届出
＜家族の転入＞　　24－班　　山田　吏加菜穂悠翔
＜ご逝去＞　　　22班　　村岡　学　　3月18　日

4



第655号

安全で優しく楽しい住み良い街づくりを目指す

下和泉住宅

2021年度　各種委員名簿

2021年6月1日

6月号

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　　毒手 �18 � �女性連合部部長 �※ �横山　　美江 �1 

J／ � �北原　　志津江 �12 � �あすなろ子供会 �※ �山B　　吏加 �24 

JJ � �横内　　菊代 �18 � � � � � 

青少年指導員 � �宮城　　幸司 �16 � �和泉双葉会 �※ �細谷　　淑子 �8 

漉谷　　優 �11 � �神明社保存会 �※ �信田　　正人 �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 

J／ � �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 �※ �佐藤　　意子 �18 � �会館維持管理 � � � 

JJ �※ �加藤　　抄織 �17 � �自衛防災隊 �※ �菅原　　功 �12 

JJ �※ �高部　　久子 �3 � �シルバーサロンさくら � �横内　　菊代 �18 

明るい選挙推進員 �※ �海谷　　美代子 �4 � �ひばり会 � �高澤　　敏男 �11 

環境事業推進員 �※ �南野　　香代子 �22 ��鼓打ち会 � �寺B　　和仁 �2 

災害時要援護者登録申請　募集
～災害時に支援の必要な方～

下和泉住宅自治会

要援護者支援活動運営委員会

下記要領にて「要援護者登録申請」の募集をしています

1．募集期間　　　　　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万、

例えば「身体に障机1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、本人了解のうえ記入しても可。

・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

ホームページからダウンロードしてもできます。

ホームページ（睡S：／／www．izumikuren。net／tq嘘？id＝93）



2020年度以前に登録した方は、すでに登録されていますので、

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・自治会館に提出して下さい。
・自治会館　FAX　　　045－801－9441

メール：shimoizumHyutaku＠33．cat＞－yOkohama．ne．jp

メールでの登録の場合、氏名（フリガナ）・班・住所・電話番号

年代・性別を記載していただければ登録用紙の添付は不要です。

一“保健環境部からのお知らせ”　　　iや

⑳宗雪男ぎィ濫㌫諾言霊左悪霊聖忘語碧摘
行いました（15名参加）。抜き取った花は、希望者に譲渡致しました。

（5月30日に夏花の植付けを行います、雨の時は翌田）

0　7月4日（目）に『集水溝の清掃』を予定しております、詳細については、
回覧にてお知らせ致します。

【お詫びと訂正】
0自治会ニュース5月号にて、6月6田（日）に集水溝の清掃の予定とお知らせしました
が、『春の草刈り清掃』の誤りでした、お詫びして訂正させて頂きます。

なお、6月6日（田）に予定しておりました『春の草刈り清掃』は、
≪新型コロナウイルス≫　感染防止の観点から『中止』となりまし

「ベンチ式かまど」組み立てに挑戦！　　　　　防災防犯部
～　神明公園に設置の腰掛ベンチが災害時炊き出しかまどに大変身　～

5月9日（日）神明公園奥の防災倉庫前で「ベンチ式かまど」取り扱いについて，
前原副会長の指導で学びました。
3役、ニュース部、防災防犯部員の総勢11名で、晴天の下行われた指導会は大変好調で部員

全員が2人1組で実際に組み立てをしてみました。
「かまど」は、かなり頑丈でした。しかも組み立てやすく、か弱い女性の手でも簡単に組み立

てることができたことは、災害時における使用の不安を無くせたような気がします。



「ベンチ式かまど」組み立て講習が終了した後、倉庫の中をチエ－ツク！

「いざ！」というときに不足している物が無いかを参加者の目で確かめたものです0

寝具や発電機、大型のバール、かまど用の薪、等々一応の防災品が揃っていたので

安心しました。
……とは言うもののこれで万全かと言うと、少し問題もあるようです0

主力となる防災用品に付随すべき物の不足が幾つかありました0

例えば、寝具の保管で「真空カバー」や発電機の延長コード、夜間時の照明などです0
又、非常食品や食事用の台など細かいところの提案もありました0

今後防災防犯部ではこれら、急を要する物から改善をしてゆくようにします0

防災防犯部からのお願いです。
「かまどベンチ」の使用方法は他の役員へも拡充してゆきたいと考えています0

ノ多くの方が使い方を覚えて「いざ！」というときに備え、その時その場所で

「かまどベンチ」が使えるようにしたいものです。

≪防災防犯部、今月の防災一口メモ！≫

家具転倒防止の「突っ張り棒！」ゆるみを点検していますか？

「点検」はあなたの命を守ります！

「あるけ・あるけ大会」が開催されました 福利厚生部

5月23日（目）通信隊中央広場に於いて「あるけ・あるけ大会」が行われました0
今年度は、コロナ蔓延防止重点措置がとられ・歩くことができず「グラウンドゴルフ」の
ホールインワン競技となりましたが、116名の方に参加いただき、久しぶりに会う方々と
話が弾み、競技にも力が入り楽しい一日を過ごすことが出来ました0

女性部からのお知らせ
2021年度第1回「茶話会」開催
新緑の美しい季節になり、歩いていると町内至るところに
バラの花などの花が咲いて、気持ちが明るくなります。

5月15日（土）第1回「茶話会」が自治会館で開催され31名の万が参加されました0

高田自治会長、ケアプラザ高橋所長、民生委員・女性部員の順に自己紹介から始まり
「頭の体操」やDVD映像を流しての体操など、楽しく過ごせたかと思います0

たくさんのご参加有難うございました0次回は、9月の開催を予定しております0
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笑いヨガ体操教室
日　時　6月25日（金）

参加費　500円

民生委員

9：30′）10：40

持ち物　飲み物・動きやすい服装（マスク着用）
問合せ：18班　横内　803－1142

和泉双葉会からのお知らせ

包　誓言富芸ぎ

5月11日（火）から、双葉会主催の「畑耕作」を始めましたが
耕作の知識がなく指導して下さる方、耕具・器具備品など
お持ちの方のご協力をお願いいたします。

問合せ：18班　横内　803－1142

お知らせ（敬称略）
＜入会＞　14　班

10　班

3　班

3　班

15　班

＜出生＞　　　3　班　　　長谷川　美桜

＜逝去＞　18　班　　　田所　　コト

3日届出
4田届出
8田届出

8日届出
8日届出

5月　2日届出

4月26日逝去（享年100）
謹んででお悔み申し上げます。

＜休会＞　　3　班　　　宇田津　洋子

＜退会＞ 圭司

谷川　桂子

澤　　三郎

野田　晃三

井　　憲治

4

5月10日届出

4月30日届出

5月　5日届出
5月　8日届出

5月14日届出

5月22日届出
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第656号

安全で優しく楽しい　住み良い街づくりを目指す

下和泉住宅

2021年7月1日

7月号

■l

発行：自治会ニュース部

⑳自治会からのお知らせ

（下和泉住宅内にて下記のことを守りましょう）
＊車両運転に際しては、安全の為速度を落としましょう。「止まれ」の標識がある

場所は、必ず一時停止しましょう。
＊バス停付近のたばこのポイ捨てはやめましょう。誰かが見ています。

＊犬の散歩は必ずリードをつけ、飼い主の責任において「ふん」は必ず持ち帰り、

可燃ゴミとして処理しましょう。環境美化に努めましょう。

⑳『下和泉住宅納涼盆踊り大会』のお知らせ 文化体育部

下和泉住宅の皆様へ 

住民がお楽しみにして参力0をいただいて8月に計画の納涼盆踊り大会は、 

残念ですが昨年に引き続き、新型コロナウイルスの終息が見込めないため、 

感染拡大防止・予防の目的で中止することと致します 

⑳保健環境部からのお知らせ 保健環境部

◎5月30日（日）夏花（ベゴニア・マリーゴールドなど340株）の植付けが
無事終了致しました。ボランティアの皆さんを含め13名で行いました。ご協力
ありがとうございました。

◎6月13日（日）ハマロードサポーター（11名参加）の後、花壇の花柄摘みと
雑草取り及び樹木の選定を実施しました。（14名参加）

◎夏季（7・8・9月）『花壇の水やり』は7月5日（月）スタートします。
暑い最中ですが、ご協力をよろしくお願いいたします。

1



たいへん暑い中での作業でした

お疲れさまでした！
紫陽花とのコラボレーションがG00dです。

散歩や買い物の途中に立ち寄りごらんくださし

◎ハマロードサポーターは7月11日（日）時間8時30分よりスタートします。

◎『花壇の臼』はその後（9：30～9：45頃）花柄摘み、雑草取りの予定です。

○集水溝清掃のお知らせ（回覧＆掲示板などでお知らせ済）

☆日・時　7月4日旧）AM8：00

雨天の場合は7月11日（日）、更に雨の場合は18日（日）です。
☆各班長・役員の方は7時30分に神明社前広場に集合してください。

土のう袋と清掃用異を配布します。

⑳「夏休み宿題サポート教室」中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染が、未だ収まっておりません。
子ども達の安全を考え、今年も中止させていただきます

⑳2021年度　日本赤十字社会費

福利厚生部

自治会会計　小松澤

寄付世帯数 �420 �金額198，899円 

6月に集金しました田本赤十字社会費は上記の通りです。
2



⑳しもいずみサポーター募集
しもいずみサポーターとは・・・　災害時に下和泉住宅の中で、

要援護者（援護を必要とする人）を支援するボランティアです。
1）登録期間及び登録条件

期間：いつでも募集　7月1日′）7月31日は募集強化月間、

条件：下和泉住宅在住者で、「中学生」以上
2）登録方法

a）登録用紙は、①班役員②自治会館へ申し出ください

自治会HPからのダウンロードもできます。

HP（http：VVVVV∨．izumikuren．net／top．php？id＝93）

b）登録用紙に必要事項を記入の上①班役員②自治会館に提出ください。

自治会館へは　FAX可　FAX（045－801－9441）

3）　しもいずみサポーターの役割

災害時に自分自身および家族の身の安全を確保ののろ、要援護者の
「安否確認」「救出救護班および機関への連絡」「避難支援」を実施。

4）その他：訓練前の説明会のみで、定例会議はありません。

⑳ラジオ体操のお知らせ

以下の要領でラジオ体操を行います、奮って参加ください。
日時

場所

あすなろ子供会

7月21日（水）22日（木）

8月25日（水）26日（木）　　　　＊雨天中止といたします

時間は、いずれも　集合：6時20分
実施：6時30分′～6時45分

自治会館前広場

◎ひばり会　7月講座・おしゃべり会 下和泉住宅ひばり会

晶注意事項　マスク着用　玄関で消毒液の使用

1．講座　　　　会費100円
○目時　　　　　7月17日（土）午前10時′〉11時30分

○講座内容　　～「新型コロナウイルス」感染症のおはなし2021～

1年前と変わらない？感染症の後遺症、変異株、ワクチンの

効果と副反応
講師　泉区福祉保健課　課長　斎藤昌代　様
会場　自治会館会議室

2．おしゃべり会　　会費　なし
○日時　　　7月28日（水）午前9時30分′）11時00分

○内容　　　日常生活の因りごと何でも相談、介護保険の申請手続き

対応者　ケアプラザ職員、民生委員
どなたでもご参加ください。

3



◎あやめ会より緊急連絡

オリンピックなどの関係で、カレンダーで祭日になっている日が平日に、平日に

なっている目が祭日になっています。7月19日（月）は平日、22日（木）・23日

（金）祭日に、8月9日（月）は祭日、11日（水）は平日にそれそれ変更になって
います。その関係で、この5つの目は平日や祭日でも営業いたします。ただし運転

者は一人で行いますので1時間前の予轡が必要です。特に、ワクチン接種に行かれ

る方は前日までの予約をお願いします。

詳しくはあやめ会の携帯電話090－2630－6462までお問合せください

◎シルバーサロン　さくら　のご案内
7月5日（月）フラダンス
7月21日（水）CD体操とお話会

時間　　両日とも13時半～14時半　会場：自治会館

参加費100円
是非ご参加ください。初めての方、大歓迎！

来月8月はお休みです。9月に元気にお会いしましょう。

問い合わせ　8班　細谷803－942518班　横内　803－1142

◎和泉双葉会
先月から「畑耕作」を始めて2回目ですが、草取りが大変です。

6月いっぱい毎週日曜日8時から10時まで作業をします。

是非参加ください。双葉会に入会しなくてもOKです。農耕具も不足しています。

使わない物がありましたらお貸しください。
問い合わせ18班　横内803－1142

◎笑いヨガ体操教室
民生委員

目時　　　　7月23日（金）9時30分′）10時40分

参加費　　　500円

持ち物　　　飲み物・動きやすい服装（マスク着用）
問い合わせ18班　横内803－1142　（（′∀＼））

⑳お知らせ（敬称略）

＜転出＞　　1班
＜退会＞　11班

4班

＜ご逝去＞17班

渡辺玲子
武藤和人

高見照子

鈴木照子

5月26日　届出

5月31日　届出

6月17日　届出

4月25日　逝去（享年79）

謹んでお悔やみ申し上げます。

4



第657号

安全で優しく楽しい　住み良い街づくりを目指す

下和泉住宅

屠潜会ニュース

2021年8月1日

8月号

発行：自治会ニュース部

暑中　訴見舞い申し上げさす

⑳集水溝清掃：ご協力ありがとうございました　　　　保険環境部

雨で延期され、気遣われた集水溝清掃も、前日から天気も回復し、強い田射しの中での

作業となりましたが、無事に終えることが出来ました。

今垣、グレーチング蓋が重く深い51個所は、土木事務所にお願いして、点検し、問題

の箇所（汚泥等で流れ阻害の箇所）を清掃して頂く事といたしました。

さらに問題の箇所があれば、班役員にお知らせください。

みんなでやると早い！！

【花壇の日・ハマロードサポーター】

8月はどちらも活動は、お休みといたします。

ただし、花壇の『水やり』活動は、《コロナと熱中症》

に負けず、頑張ります。

響



⑳災害時、障がいのある方との共生のための出前講座　防災防犯部

7月3日（土）午前10時より自治会館第－、二会議室で「災害時、障害のある方との

共生のための出前講座」が開催されました。今回は新型コロナウイルス感染予防のため対

象者を役員・しもいずみサポーターのみとし、参加者は14名でした。

講演者・協力　下和泉地域ケアプラザ

泉区福祉協議会（2名）

障がい理解継発グループKokua（2名）

障がい福祉施設一般社団法人ス］ツγ（3名）

以上の方々から講話と、ビデオ映像を使用し、説明をしていただきました。

・身体に障がいのある方は、声をかけ支援できますが、知的障がいのある方は、一人

ひとり特性があるそうです。

①感覚の問題などから、大勢の人がいる場所にずっといるのが苦手
・静かに過ごせる場所があると安心する。（机・イス・パーティションがあれば少し

の場所で大丈夫）

②何かを伝える時は、目に見える情報があると伝わりやすい。（コミュニケーション

ボード）
・順番待ちの足元にラインを引くとわかりやすい。

・スケジュールの表示

③本人のいつものスケジュールで行動してしまう。

④障がいのある方が私たらと一緒に過ごすためには、高齢の万・子供・外国の万など

誰にでもわかりやすくする工夫が役立ち、私たちの理解も必要です。

毎年実施ていますので興味のある方は、ぜひ参加してください。



⑳　《防災防犯部・今月の防災一口メモ！》

遠くの災害、「対岸の火事」と安心していませんか？

いつ起きるか分からない災害に「防災用品」を備えましょう！！

10年前、遠いところで、こんなことがありました。

小学生は町の皆に元気を「与えたい！」と懸命に努力していたようです。

震災の話（藤沼湖）
′～福島県須賀川市の西外れの町より～

戦後マッカーサーが来て農地改革が行われ、農家は初めて小作から自作農となったのです。

農家の人は皆張り切りました。そして池の土手を勤労奉仕により、高く高く積み上げました。

（40m位）。

子供の頃、池に遊びに行くと言うと、池には神様がいて白い蛇になって現れるから、いじめて

はいけないといわれていました。大人になってから分かったのですが、蛇は土手のネズミを食べ

ていたのです。そのおかげで、伊勢湾台風や600mmの豪雨にも耐えてくれました。

しかし、10年前の地震で一時間後に崩れたそうです。山でも津波はあるのです。8人が亡くな

りました。20日くらいたってから、池に行ってみると、3センチ位の地割れは北東に向かってあ

りました。震源地から500kmも離れているのに！！

そして10年。当時小学生で被災した相沢晃君が陸上10，000mで今回のオリンピックに出

ることになり、また琵琶湖マラソンでは日本新記録で優勝したのです。しかし、時すでに遅く、

マラソンではオリンピックには出られないそうです。

相沢君が金メダルを取ってくれれば、福島の復興は10倍早くなるでしょう。50年前の東京

オリッンピックでは、円谷選手がマラソンで銅メダルを取ったので、相沢君にマラソンにも出て

ほしかったですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災防犯部　K

⑳「案山子コンクール」中止のお知らせ

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況です。

残念ですが、今年も中止させていただきます。

⑳笑いヨガ体操教室 民生委員

日　時　　8月27田（金）　9：30～10：40　　自治会館

参加費　　500円

持ち物　　飲み物・動きやすい服装（マスク着用）
問合わせ：18班　横内　803－1142



⑳自治会館からのお知らせ 会館運営委員会

◆　夏季休館日　　8月13日（金）～16日（月）

◆　定期利用（10．11．12月度）申し込みについて
（1）申込書配布・受付　　　8月1日（日）′）20日（金）

（2）重複調整日　　　　　　8月28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　　　　9月5日（日）　　9時集合

◆　カラオケ機器が新しくなりました
7月9日、新しいカラオケ機器がはいりました。

操作は今までと同じです。丁寧に扱ってください。

⑳和泉双葉会からのお知らせ

ll

′ヽ　′ヽ

皿
和泉双葉会

日時　8月10日（火）9：00～11：00　　自治会館で

お茶会　　（時間がありましたらどなたでも）

折り紙・懐メロ・手芸　その他（施設に清拭用の布を送る予定　30％以上の

綿製品丁シャツ・タオル・バスタオル等ありましたら寄付してください。

問合わせ：18班　横内　803－1142

⑳勤勉㈹巴管国訝さく　ら

8月はお休みです。

⑳ひばり会　8月講座・おしゃべり会　　　　下和泉住宅ひばり会

▽注意事項　マスク着用　玄関で消毒液の使用
◎講座　　　会費100円
○日時　　8月19日（木）10：00′）11：45

0内容　　薬局とは！！「薬局の役割、薬局ができること」

薬を出す以外に何が出来るか教えます。

講師　たてば薬局　青木薬剤師

会場　白き台会館会議室

◎おしゃべり会　会費　なし
○日時　　8月25日（水）　9：30′）11：00

0内容　　日常生活での困っていること、介護保険の申請手続き

個別相談も受けます。自治会員ならどなたでも参加できます。

対応者　ケアプラザ職員、民生委員

会場　自治会館会議室

⑳お知らせ（敬称略）

＜入会＞18班　　浅野　祐輔
10班　　西田　浩紀

6月26日届出

7月20日届出

＜転出＞　19班　　贋瀬　富美子　　　　　5月28日届出

4
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酷暑訴見舞い申　し上げさす

★　文化体育部からのお知らせ

『住宅祭』中止のお知らせ

文化休育部

10月開催で計画していました、秋の「住宅崇」は、新型コロナ感染状況の、

終息が見えない事また、拡大の予見もある事から「中止」することいたします。

★「敬老会」中止のお知らせ 福利厚生部

今年度の「敬老会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため　今年も「中止」と

させていただきます。

敬老対象者は　553名、

喜寿の方35名，米寿の方　24名、99歳以上の方4名となりました。
敬老対象の方々には心ばかりの『記念品』を贈らせていただきます。

★　作品展中止のお知らせ

作品展は、新型コ田ナウイルスの二次感染予防のため、今年も中止と㌧＼、」

させていただきます。

会館運営委員会

′■ヽ　　′ヽ

誓遭



★『安全で安心』への町づくり
私ども下表住宅自治会はこの地域から路上駐車を無くし、非常時に

【緊急車両】（消防車・救急車）などの通行に支障のないように願っています。

そして、泉警察署（805tOllO）と連携して、交通事故やトラブルの無い

『安全で安心』な町づくりを目指しています。
＊車は車庫・駐車場に置きましょう【路上駐車はNGです】

＊来客時の一時駐車の場合は当自治会発行の『一時駐車票』に

必要事項を明記明記して（連絡先等）車内の見える所に表示する

・・ヽ、・r’．．い、　■　ヽ　・′　■　　、・

h■■　－⊥　－　－■一時払霊幕
しばらくの間．ご凛鴨をお掛けします，

－」軋＋　日払JL…

1∴」臥し川…」

Hご■の方は上嶋のとこ覇へ■暮して下さい．
ヽt J’，），一、・ノー∴㌧・イ㌧1㌧∴J・1、

●　■tIl　相即hIも●●．●■書の■－γッ′ノ1ポ　rH

．椚榊●■●■れl．t▼■い，
●　■l●●の■■■Ih」h　■■んの∴■■れ●■■いし■t．

、ヽ■

ノ＼

ナ
■＼

rl・口ロ

ヤ
ノl

交通部

『一時駐車票』（黄色）です、【駐車許可証】ではありません（誤解のないように！）

必要な方は班役員に申し出て下さい（会館事務所のトレーに入っています）

★【酔芙蓉の花が咲きました】 保健環境部

☆9月19日（田）予定しておりました神明公園の『秋の草刈り清掃』は

【新型コロナウイルス】感染防止のため、中止に致します。

☆『花壇の水やり』（夏季3ケ月間）猛暑と長雨（お盆休み）の中で、人も花も

パテ気味ですが、18人の精鋭（ボランティアの皆さん及び保健環境部員）で

猛暑やコロナウイルスに負けず「花壇の水やり」頑張っています。
☆ハマロードサポーター　9月12日（日）（AM　8：30～9：30）

環状4号線の百日紅並木「密蔵院」から「下和泉」信号の所まで

草取りやゴミ拾いを行いますので、皆さんのご参加、宜しくお願い致します。

☆花壇の日　9月12日（日）（AM　9：40／環境倉庫前集合）

花壇摘み及び雑草取りを行います。
☆【酔芙蓉の花が咲きました】保健環境部の倉庫側の花木

ハ重咲きの芙蓉の変種で、咲き始めの朝方は白く時間がたつにつれピンク～赤に

花の色が変化します《散歩してコロナ禍を癒して下さい》

【神明公園「子どもの遊び場」情報】

錆と摩耗（フック部）などでフランコにも老朽化が見られることから、

泉区役所／地域振興課「子ども遊び場係」にて、3月27日に一式交換しま

した。

コロナと熱中症に注意しながら、！！…・子とも達に英気を・・・！！．

～茎二二十吊一一、P喜一車「‾一・ゝ・ニ軋エー　＝室軒（い1：料観‾モ‾湿



茶話会のお誘い
お一人暮らしの方（65歳以上）

女性部

暦の上では立秋を迎え、秋の涼しさが待ち遠しく感じる季節となりました。

昨年は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の為中止になりましたが、

今年度は茶話会とい．う形に変えて、皆様とお会いしたいと思います。

初めてご参加の方も、1回目の茶話会に参加された方々も

ご一緒に楽しいひと時を過ごしません机女性部一同心よりお待ちしています

日　時：9月25日（土）10時30分より

＊人数が　40名をこえた場合は午前と午後（13＝30～）の2部に分かれます。

場所：自治会館

会費：無　料（茶菓子のお土産つき）

申し込み：9月4日（土）までに担当民生委員の方に

電話でお申し込みください。

お申込み連絡先 � � � � 

1′〉　8　班　の方 �南　委員 �℡　045 �－803 �－9460 

9′）16班　の万 �北原　委員 �℡　045 �－804－ �1344 

17′）24班　の方 �横内　委員 �℡　045 �－803－ �1142 



和泉双葉会

今年度から障がい者支援施設に清拭用の古布を寄付する活動をはじめました。

お宅でいらなくなった、タオル生地・Tシャツ・Yシャツ・タオルケット・シーツなど

綿30％以上の物なら良いそうです。是非ご協力お願いします。

問い合わせ18班　構内　803－1142

シルバーサロン　さくら　のご案内

9月　6　日　（月）　フラダンス

9月15　日　（水）　ゴルフ遊び　（景品あり）

時　間：両日とも13：30～14：30　会場：「自治会館」

参加費：100円

爪．q

慮息

ぜひサロンに参加して　楽しい交流を！

問い合わせ　8班　細谷　803－9425　18班　横内　803－1142

ひばり会　9月講座・おしゃべり会

注意事項　　マスク着用　　玄関で消毒液の使用

1、　講座

下泉住宅ひばり会

会費　100円

○日　時　　　9月11日（土）　午前10時～11時30分

○講座内容　　　「免疫力が上がる生活を送ろう」

食事を中心にした免疫力アップのヒント教えます。コロナ退治に効果

講師　　　前川管理栄養士　様

会場　　　自治会館会議室

2、おしゃべり会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会費　なし

○田　時　　　9月22日（水）　午前9時30分～11時

○内　容　　　日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き

対応者　　ケアプラザ職員、民生委員

どなたでもご参加ください

⑳お知らせ（敬称略）

＜転出＞　　10班　　川田朝子　　　　7月31日届出

＜ご逝去＞　10班　　菊池英雄　　　　8月9日　逝去　（享年83）

謹んでお悔やみ申し上げます。
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⑳　自治会からの訴知早世

自宅の樹木について持ち主の適切な管理をお願いします。

樹木の隣家への越境が最近増えています。

庭に何年もある樹木の枝葉が隣人の敷地に越境し、

その枝葉・落ち葉・害虫のため、隣家では窓も開けられない、

壁を傷つける恐れがある等の事例が出ています。

自宅の樹木のことですので、責任をもって、植木努定業者に

依頼するなりして、適切な高さや適切な枝葉状態に管理しましょう。

樹木の越境で隣家に迷惑をかけないように、お互い気持ちよく暮らせるようにしましょう。

65歳以上の高齢者で自分で樹木の手入れができない方は、「福祉の会」を有料で

利用できます。

「福祉の会」

連絡先：090－3343－3388

作業時間：8：00～17：00

料　金：800円／時間・人
その他：活動休止の日は、「日曜日」「祝祭田」「8月1日～31日」

「年末年始」

⑳自治会鯨からの訴願い 会館運営委員会

当諾完讐芸等霊宝忘呈こ諾夏雲三雲忘‡票だ至言；厳守願います∴＼さ」
1．検温し「37．50C」以上の方は、入館をお断りします。

2．マスクの着用、アルコール消毒の徹底をお願いします。

3．三密（密閉・密集・密接）の回避、部屋の換気をすること。

′ヽ　　′ヽ

張
4．飲食の禁止。

以上のほか、会議室に掲示している使用にあたっての「厳守事項」を守ってください。



⑳保健環境部からの訴知らせ

轟ハマロードサポーター（9月12日）8：30～9：30　参加者＝9名

2ケ月振りに4号線のゴミ拾い＆草取り（密蔵院～信号機）ゴミ回収9袋

轟花壇の田（9月12日）9：30′～11：00参加者＝9名

花壇の草取り・花柄摘み・周辺の刈り取りなど9名で行いました。

役員・ボランティアの皆さん、ご協力ありがとうございました。

鼻『花壇の水やり』　猛暑の中、役員6名・ボランティアの皆さん12名の

ご協力を頂きました。ありがとうございました。！

～　お陰様でペコ二ア・マリーコールドなどは元気です　～

マリーゴールド　花壇 ペコ二ア　花壇

ハゝ

≪10月の予定≫

轟10月10日（日）ハマロードサポーター（9：00桜広場：集合）

活動範囲（4号線／下和泉信号～ネオクリーニング迄）美化活動

轟10月10日（目）花壇の日（10：15環境倉庫前集合）

呑・夏に花壇を賑わせた花々（へ○］二ア・マリ一丁－ルト0）の抜き取りと、

秋冬の花に備えて、土起こしを行います。

（へや］二ア・マリ1－ルドを育ててくれる人に差し上げます）

“残念な事がありました…　‥’’

ペット（犬・猫）の汚物の処理は飼い主の責任です。

20班の一部の集水溝の中とグレーチンクの周りにペット用の砂と汚物が大量に

捨てられており、強い悪臭が漂い因惑されていました。
一部の心無い行動（行為）が周囲の皆さんに迷惑をかけているのです。

（現認9月3日／対処9月6日）

可愛いがっているペットの汚物は各自が責任を持って

処理するよう心掛け頂きたいと、強くお原乱1致します。



⑳賄軍防犯部からの訴知らせ

●　車イス講座

9月4日（土）午前10時より、自治会館第1・2会議室において
「車イス講座」を開催しました。

今回も新型コロナウイルス感染症予防のため、対象者を「役員」「しもいずみサポーター」
のみとし　参加者は13名でした。

講師3名（ケアプラザ＝三島さま　ダスキンヘルスレント＝山崎・金田さま）

自走式車イス＝6台・介助式車イス＝3台を持ち込み、講師による各種車イスの

各部の機能・名称・種類・操作方法の説明を受け、スロープや段差昇降を含む

車イスの移動方法・操作実技を参加者全員で体験しました。

C〉介護豆知識：介護者を乗せたままでの階段の上り下りには、介護者は最低3＿名．必要だそうです。

車イスの説明 操作実技説明　　　　　　　　実技操作

《防火防犯部●今月の防火‾モ》〔〈還1

⑳『敬老の8』にさせて

敬老の目（9月20日）各班役員にご協力いただき、

対象の方々に「記念品」をお届けすることが出来ました。

今年は、喜寿＝35名　米寿＝23名　白寿以上＝4名の方々には

例年通り「記念品」を贈らせていただきました。

また、75歳以上（487名）の方々には、心ばかりの記念品を

お届けいたしました。

⑳2021年唐　最区社会福祉協議会・賛助金

会員寄付世帯数：263世帯　　　　金額：167，700円

ご協力有り難うございました。

福利厚生部

自治会会計

義山l・－

暫
叫
帥



⑳　各催しのご案内

鼻　笑いヨガ体操教室 民生委員

日時場所1回目10月　9日（土）9：30～10：40

2回目10月22日（金）　9：30～10：40

場　所　自治会館　　　参加費　1・2回目ともに　500円

持ち物　飲み物・動きやすい服装（マスク善用）
問合わせ：18班　横内　803－1142

鼻　和泉双葉会　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉双葉会

日　時　10月12日（火）9‥00～11‥00どなたでも参加OKです0

場　所　　自治会館

折り紙・懐メロ・手芸　その他（清拭用の布をご用意ください）

綿製品（Tシャツ・タオル・バスタオル・シーツ等）ありましたら寄付してください
問合わせ：18班　横内　803－1142

鼻　ひばり会10月講座・おしゃべり会　　　　　　下和泉住宅ひばり会

▽注意事項　マスク着用　玄関で消毒液の使用

1・悪事．場所諾∃㌶浩）1。‥。。～11：3。於‥自治会館

○講座内容　「口腔ケア・誤えん防止」について
～お口をきれいに、喉を鍛えて「誤えん」「肺炎」防止0コロナ退治に効果！～

2・詰冨ご漂1芳書27冨㌧水）㌔‥慧票苧諾さい於‥自治会館

○内　容　　日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き
対応者：ケアプラザ職員・民生委員

鼻　5捌闘陸稲唱闇さくら

1回目10月　4日（月）沖縄三線「や－る－ず」

2回目10月20日（水）　レコードブック体操

両目とも　時間‥13：30～14‥30　場所：自治会館　参加費：100円

≪お願い≫　ゴルフ遊びのための「パター（女性用）」を探しています0

ご不要のものがありましたら寄付頂けると幸いです。

もし、いただける場合は下記「横内」までご一報を！
問合せ　8班　細谷　803－9425

18班　横内　803－1142

⑳お知らせ　（敬称略）
＜入会＞　　19班

11班

18班

＜転出＞　　16班

＜出生＞　　11班

4

9月1日届出

9月19日届出

9月19日届出

8月22日届出

8月29日届出

未

太

浩

雄

都

竜

勇

美

幹

乙

屋

藤

間

村

城

照

佐

岩

桑

棄



第660号

安全で優しく楽しい　住み良い街づくりを目指す
下和泉住宅

⑳自治会館からのお知らせ

2021年11月1日

11月号

コ緊弼

発行：自治会ニュース部

会館運営委員会

1．　定期利用（令和4年1．2．3月度）申し込みについて

（1）申込書配布・受付　　　11月1日（月）～20日（土）

（2）重複調整日　　　　　　11月27日（土）　9：00集合

（重複団体へは事前に連絡します）

（3）確定（支払）日　　　　12月5日（日）　9：00集合

2．　本の寄贈のお願い

会館廊下にある書庫の本の入れ替えを例年11月に実施しています。

11月1日（月）～20日（土）まで受付けますので、寄贈をお願いします。

本の持ち込みが困難な方は、会館までご連絡頂ければいただきに上がります。

尚、旧本については、下和泉ケアプラザで再利用いたします。

⑳2021年11月～2022年1月　班長 総務部

1 �横倉　久 �7 �石室　和信 �13 �宮下　節子 �19 �宮本　健二 

2・ �末吉　利幸 �8 �斉藤　公人 �14 �横川　秀昭 �20 �鈴木　健 

3 �高部　久子 �9 �内藤　昇 �15 �志田　安男 �21 �稲本　選－ 

4 �栗原　正夫 �10 �神田　尚明 �16 �永石　拓也 �22 �針谷　博文 

5 �尾崎　乗－ �11 �佐々木　幸子 �17 �高橋　弘治 �23 �高橋　武治 

6 �渡辺　博 �12 �高梨　勉 �18 �南　　正則 �24 �山川　記子 

√〝、撃♪警こノノ／で＼∃山、
・∴　　　　　＿　一一

一一　　　　　　　　　　　　一1　　　　　　　一　一

′‾ヽ　　′‾ヽ

竺＿ヤ＿き



⑳災害時　要援護者支援訓練のお知らせ

下記日程で「災害時　要援護者支援訓練」を実施しますので、ご協力をお願いします。

1．　日時11月7日（田）8：30～9：00

2．　訓練対象者
・「要援護者」：要援護に登録申請された方

・「しもいずみサポーター」：登録サポーター＋役員＋女性部

3．　訓練内容

訓練は要援護者の「安否確認」を実施します。

下記は21年度は実施しません。
「救出救護班及び機関への連絡」、「避難支援」

4．　しもいずみサポーター登録依頼
「しもいずみサポーター」が不足しています。会員の皆様の積極的な「登録」をお願いします。

登録申請用紙は、班役員或いは自治会館から入手。

下和泉住宅自治会HP（b些P：／／www．izumikuren．net／top？．php？id＝93）よりダウンロード0

申し込みは自治会館／Fax045－801－9441／班役員へ提出

メール：蔓himoizumijyutaku＠33．cat＞－yOkohama・neJP

⑳《防災防犯部・今月の防災一口メモ！》

○下和泉住宅の「いっとき避難場所」（地震の場合）
（大規模火災の時は通信隊になります） 

なかよしこども園前 �4、5班 �くるみ保育園前 �15、16、17、 18、19班 

7班地内神明公園　防災 �3、7班 �下和泉公園前（21班 �20、21、22班 

倉庫前 ��前入口） 

8班地内神明公園前 �1、2、8、9班 �下和泉公園由（24班 前入口） �6、23、24班 

10班地内神明公園　遊 �10、11、12、13、 � � 

園地前 �14班 

○震度5強以上の地震の場合は、下和泉小学校に避難所が開設されますが、

避難所の安全確認・受入れ準備が必要ですので、地震発生後開設まで、1日くらいかかります0



⑳保健環境部からのお知らせ

010月10日（田）ハマロードサポーター（9：00～10：00）

小雨に降られながら、4号線の草取りとゴミ拾いを実施（ゴミ袋11個回収）、

参加者は11名（天王の森運営委員会から3名の応援あり）
010月10田（日）花壇の日（10：15～11：30）

夏花の抜き取り・土起こし・肥料の散布など役員とボランティアの皆さん11名で

行いました。ご協力ありがとうございました。

《11月の予定》

★11月14日（日）ハマロードサポーター

9：00／桜広場集合

10月にやり残した環状4号線の美化活動

★11月14日（日）花壇の日

10：30／環境倉庫前集合

パンジーを中心に花壇を冬花に一新致します。

花植えの応援（花壇のレイアウト含め）よろしくお願いします。

【雨天の場合は翌日15日（月）／10：30から予定しています】
～酔芙蓉が見ごろです。

カラーでないので残念です。′）

⑳各催し物のご案内

◆笑いヨガ体操教室 民生委員

田　時：11月13日（士）　9：30～10：40

11月26日（金）　9：30′）10：40

参加費：　500円

持ち物：飲み物・動きやすい服装・上履き（マスク着用）
問合わせ：18班　横内　803－1142

◆和泉双葉会からのお知らせ 和泉双葉会

日時11月9日（火）9：00～10：50

元気会（お喋り、昭和歌謡、折り紙、手芸）
10：00から（くらしの友　棲井さんの話）

引き続き、障がい者施設に古布を寄付しています。ご協力お願いします。

問合わせ：18班　横内　803－1142



◆ひばり会11月講座・おしゃべり会 下和泉住宅ひばり会

1．講座　　　会費100円

○　日時　　11月17日（水）10：00～11：30

0　講座内容　「消費者被害について」

消費者被害から最新情報を知り、自分や家族を守りましょう。

講師　横浜市消費生活総合センター　永野　恵子様

会場　自治会館会議室
2．おしゃべり会　会費　なし
○　日時　　1・1月24田（水）　9：30～11：00

0　内容　　　日常生活の困りごと何でも相談、介護保険の申請手続き

対応者　ケアプラザ職員、民生委員

どなたでもご参加ください。

～　注意事項　マスク着用　玄関で消毒液の使用　～

◆シ・ご7、ここ千二・∵さくら

1．　11月1日（月）日本舞踊

2．　　　　20日（士）ダーツ

時間：　両日とも13：30～14：30　　会場：自治会館

参加費：　100円

マスク・消毒・体温測定をわすれずに、それぞれの行事で　楽しいひと時を！

問い合わせ　8班　細谷　803－9425　18班　横内　803－1142

⑳お知らせ（敬称略）

＜転入＞　　　　　11班　　宇佐美　昌枝 10月1日届出

＜世帯主変更＞　19班　　入江　由季　⇒　高野　誠一　　　10月　5日届出

＜ご逝去＞　　　　14班　　橋本　正子　享年　84　　　　　　8月25田ご逝去

謹んでお悔やみ申し上げます
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2021年12月1日

12月号

発行：自治会ニュース部

⑳11月7日　「災害時要援護者支援訓練」実施！！

下和泉住宅自治会

要援護者支援活動運営委員会

11月7日（日）　8：30～9：00に「しもいずみサポーター」による「災害時

要援護者支援訓練」を要援護者82名、しもいずみサポーター（登録サポーター、役

員、女性部部員）99名で実施しました。

役員は、蛍光グリーンのビブス、登録しもいずみサポーター及び女性部部員は、蛍光

オレンジのピブスを着用して実施しました。

20年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止対応として「安否確認」のみを行

いました。

「我が家は、無事です」の看板を要援護者

82名の方全員に配布しています。

使用状況は、45名が看板を使用。使用率

54．8％（20年度：52．3％）でした。

要援護者支援および訓練のあり方等につ

いては、訓練後のアンケート結果を基に運営委員会の中で検討し、改善していきます。

「要援護者」には、援護を必要とする人：「身体に障害のある方、高齢の方、病弱な

方、一人暮らしの方、乳幼児がいる方」で要援護者に登録された方が対象となります。

皆さんの近くに「要援護者」に該当する方で登録をされていない万がおられましたら登

録を勧めてください。

また、「しもいずみサポーター」の募集も行っていますので登録をお願いします。＿上空

きる時にできることをみんなで助け合える町内をめざしましょう」ということでサポー

ターになっても会議等の制約はありません。自分のできる範囲で気軽に活動できます。

「しもいずみサポーター」は、「登録サポーター＋役員（任期中）＋女性部（任期

中）」で構成されています。

「要援護者」、「しもいずみサポーター」の登録用紙は、班役員、自治会館に申し出て

ください。

また、下記の下和泉住宅自治会のホームページよりダウンロードできます。



（http：／／vvwvv．izumikuren．net／top．php？id＝93）

申し込みは、・自治会館へ持参・FAX（045－801－9441）・自治会へメール

shimoizumijyutaku＠33．cat＞－yOkohama．ne．jp　のいずれかでお願いします。

⑳お知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下和泉住宅自治会
「カラスいけいけゴミネットボックス」（富士見が丘連合より2セット配布）の募集を

行った結果、3名の応募があり、抽選の結果、下記の方が当選しました。
ゴミネットボックスは、11月初旬に配布済です。

15班　片岡　正彦さん　19班　瀬□　隆志さん

⑳　ハマロードサボター＆花壇の日のお知らせ 保健環境部

☆ハマロードサボター；11月14日（日）9：00～10：00

環状4号線の草取り・ゴミ拾い、実施（参加者9名／ゴミ袋10個回収）

☆花壇の日　　　　；11月14日（日）10：30～

秋・冬の花（パンジー・葉牡丹・ノースポール等380株）を役員とボランティアの

皆さん15名で植付けをし、花壇の模様替えをしま　　「『閻事相打　二憲

した。

ご協力ありがとうございました。

【12月の予定】
☆ハマロードサボター；12月12日（日）

9：00～10：○○（9：00さくら広場集合）

・密蔵院から「下和泉」信号機までの美化活動

☆花壇の日　　　　；12月12日（日）10：10環境倉庫前集合

・花の手入れ（追肥・雑草取りなど）予定しています。

《トピックス》　　自治会館（池田川沿い）の花壇活動は休止します。

川へ転落など危険が伴う事と、2022年に外壁補修工事が予定されています。

今まで花壇を育ててくれた両双葉会の皆さんありがとうございました。

《防災防犯部・今月の防災一口メモ！》
○タバコの火の不始末は毎年の出火原因の1位または2位となっています。

特に寝タバコはボヤでも亡くなる人が多く、とても危険です。

絶対にやめましょう！

⑳自治会館からのお知らせ

1．年末年始の休館について

12月29日（水）から1月4日（火）の問、休館となります。

また、12月28日（火）は、会館大掃除のため利用できません。

会館運営委員会

′ヽ　′ヽ

空唐



2．本棚に新入庫本が入りました

11月に本の寄贈をお願い致しましたところ、多くの寄贈がありました。

寄贈していただいた方々に御礼申し上げます。

入庫順に古くなった本を整理し、入れ替えましたのでご愛読ください。

⑳自治会館駐車場の利用について　　　　　　　　　　会館運営委員会

自治会館駐車場は、会館利用者のための駐車場で、会館利用者以外は駐車禁止です。

しかし、現在は特別な理由（例えば自宅駐車場を補修中など）がある場合は、利用

を許可していました。

しかしながら、特別な理由を認めると、会館利用者以外の万の駐車のため、会館利

用者が駐車できないことがありました。

会館駐車場は、会館利用者のための駐車場でありますので、利用基準を次のように

決めましたので、遵守するようお願いします。

利用時には、会館事務員に許可証をもらって車の見易い所に掲示してください。

自治会館駐車場利用基準 

会館駐車場利用の許可条件は、会館利用者または関係者に限ります。 

以上について、2022年1月1日より実施します。

⑳ひばり会I2月お笑い演芸会・おしゃべり会

注意事項：マスク着用　玄関で消毒液の使用
会　　場：自治会館会議室

1．講　座　　　　　会費100円

○　田　　時　12月18日（土）10：00′）12：00

0　講座内容　　「お笑い演芸会」
出しもの　　①大道芸ショー　　お笑いコンビ

②ウクレレ漫談　　相模亭みの助
2．おしゃべり会　会費　　なし

○　日　　時　12月22日（水）　9：30′～11：00

下和泉住宅ひばり会

○　内　　容　　日常生活の因りごと何でも相談、介護保険の申請手続き
対応者　　ケアプラザ職員、民生委員

どなたでもご参加ください。

⑳笑いヨガ体操教室
○　日　　時　12月11日（土）　9：30′）10：40

12月24日（金）　9：30′）10：40

3

民生委員



○　参加　費　　　500円
○　持ち　物　　　飲み物・動きやすい服装・上履き（マスク着用）

問合せ：18班　横内　803－1142

⑳和泉双葉会
和泉双葉会

12月14日（火）

9：00～11：00　　元気会（冬に向かって、マフラー・靴下カバーの作成予定
昭和歌謡・折り紙・古布の整理）

11：○○～　　　　　神明公園で忘年会　豚汁を用意します。
どなたでも参加できます。

問合せ：18班　横内　803－1142

勤貼♂　ロ管園訝　蓮≪塾

12月　6日（月）　　会費：100円

場所：自治会館　　時間：13：30～14：30

『ビンゴ大会』（今年の参加のお礼をこめて、豪華景品あり）

12月のサロンは6日のみです。お間違えの無いように！

今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

マスク・消毒・体温測定　忘れずに

問い合わせ　　8班　細谷　803－9425

18班　横内　803－1142

お報せ（敬称略）
＜退会＞

11班　吉田　一弘

13班　和田　鈴子

＜休会＞

10班　渡辺　治子

＜転出＞

12班　米津　康紀

＜世帯主変更＞

21班　富田　きよ

19班　今田　杉江

22班　村岡　真由美

12班　須永　美女子

10月31日　　届出

11月12日　　届出

11月14日　　届出

11月10日　　届出

10月28日　　届出

11月　1日　　届出

11月10日　　届出

11月13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

12班　須永　康廣

19班　今田　　昇

21班　富田　和四郎

4班　飯森　茂代

9月19日　逝去（享年　78）

10月21日　逝去（享年　85）

10月22日　逝去（享年　88）

11月　6日　逝去（享年101）
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