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１２月度自治会定例会資料 

和泉中央南ハイツ自治会 

令和４年１２月３日 

連合自治会関係 

１） 令和５年度泉区消防出初式の実施について 

 令和5年1月７日（土）13時３０分から14時35分まで 

 実施内容と場所 

  〇 式典：泉公会堂 

    ・式典（表彰式ほか）を行います。 

  〇 消防演技：泉区総合庁舎西側 

    ・消防団員による一斉放水 

    ・区庁舎屋上から救助隊員がロープにより降下    

 参加者：新型コロナウイルス感染症対策を講じ、一般市民の入場や参加が出来るようにし

ます。 

２） 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えた工法について 

 〇 ワクチンニュース（ホームページ・掲示物参照）第５回目ワクチン接種について 

 〇 インフルエンザの同時流行について 

３） 民生委員・児童委員一斉改選について 

 今年度一斉改選で当自治会からの選出であったが、台谷戸町内会で出していただいた。 

４） コロナ禍における地域活動推進費の活用事例について 

 コロナ禍で中止や縮小した活動での余剰金の活用について、役所より提起がありました。 

 備品関係の中に、テントの買い替えという項目が有ったので、行事用の簡易テントを購入

しました。その他、全体の予算と決算を見比べて、検討していきます。 

５）  各種委嘱委員の改選について 

  ① 明るい選挙推進員  現行：佐藤 茂（アテ職） 

  ② 保健活動推進員   現行：４１４ 馬場和子 

  ③ 環境事業推進委員  現行：９３４ 藤井一江 

  ④ スポーツ推進委員  現行：７２５ 高野 勝 

    継続での対応をお願い致します。 

６）  泉区震災対策パンフレット「もしもにそなえよう」の発行について 

 当自治会では、11月２０日の防災訓練で、居住者全戸に配布しました。 

７）  連合自治会の年賀式 

      1月７日（土）連合会館にて 11時 挨拶のみ（飲食を伴わない） 

 

ホームページの見方 

 パソコンやスマホで「和泉中央南ハイツ自治会」で検索して下さい。 

 ＱＲコードをスマホで読み取ってください。 

 １１月１日付けでカウンターが９万を超えました。 

 いろいろなデーターなども掲載しています。 
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自治会関係  

提出書類関係 

（１）次期自治委員（階段委員）名簿の提出  1２月１日まで ５４３岡村下のポスト 

（２）年間活動報告・活動計画書       12月末まで  １１３佐藤ドアポスト 

  （委嘱されている役職の方は、1月末までにお願い致します。） 

（３）１２月４日（日）第三公園清掃  

４）今後の定例会開催について 

次回定例会は、 １月１４日（土）１９：３０  資料配布のみ 

２月 ４日（土）１９：３０  定例会 

３月 ４日（土）１９：３０  定例会 

４月 １日（土）１９：３０  新旧合同定例会 

４月 ９日（日）１０：００  自治会総会 

自治会関係  

（１） 訃報のお知らせ 

 １１月２３日 ６５１ 鈴木 暁子 様 享年 ９１才    

（２）アルミ缶の出し方が変わりました。 

皆様のご協力に感謝申し上げます。ネット方式にしたら、一般ごみの所にアルミ缶を入れる方が

おりません。大切な資源は大事にしましょう。 

 

専門部報告 

防火防犯部                            ５１２小山防災部長 

自治会・管理組合 合同防災訓練、ありがとうございました。「無事」の黄色い旗も全世帯

の９０％が協力していただき、集会所での座学や、AEDの救急救命講習や消火器訓練など真剣

に対応していただきました。来年は５月の管理組合総会の翌週に実施を計画しています。本来は

管理組合の計画が優先で、自治会がそれに乗るのが正規の様です。 

〔１〕 特殊詐欺被害が多発しております。 

一人で動かず、家族・警察に相談を 

例年年末には、窃盗事件が多発します。注意を！ 

文化部                               ２１１ 秋元文化部長 

〔１〕 

体育部                               ６４６ 本間体育部長 

〔１〕              

福祉厚生部                           ９２１ 河上福祉厚生部長 

〔１〕 社会福祉協議会賛助会費について ２２名の方のご協力が有りました。納金しました。 

道路交通部                              ４３３ 平山交通部  

〔１〕令和4年１２月１１日～１２月２０日（火） 

年末の交通事故防止運動 立哨あり 

広報活動 和泉中央パトロール 

〔２〕 令和４年１１月 ３日（木） 第１１回泉区ふれあいまつり ２名 

〔３〕 令和４年１１月１３日（日） 和泉中央ふるさと祭り    ２名 
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〔４〕 令和４年１１月１３日（日） 泉区マラソン大会      ２名  

イベント部                                  ６３６ 谷 

〔１〕 １１月１３日（日）連合ふるさと祭りに対応しました。 

青少年指導員                                ５４３ 岡村 

〔１〕 １１月 ３日（祭）泉区ふれあい祭り 玉こんにゃくその他 

〔２〕 １１月１３日（日）和泉中央連合ふるさと祭り 玉こんにゃく・たこ焼き 

〔３〕 １２月１１日（日）クリスマスリースづくり 10:00 連合会館 

〔４〕 １２月１７日（土）クッキー作り 9:00 立場地区センター 

スポーツ推進委員                              ７２５ 高野 

〔１〕 １１月１３日（日）ふるさと祭り  

〔２〕 １１月１３日（日）泉区マラソン大会 ３名 

〔３〕 １２月 ４日（日）泉区ふれあいスポーツ ９：００ スポーツセンター 

〔４〕 １２月１１日（日）和泉中央グランドゴルフ大会 

〔５〕 １２月１７日（土）地域の子ども交流支援事業 9:00 

環境事業推進委員                              ９３４ 藤井 

〔１〕 １１月１３日（日）「ふるさとまつり」 

          ごみの分別パネル展示・分別体 

〔２〕 第５回和泉中央地区環境事業連⑤楽協議会について 

 １２月１１日（日）１３：３０ 中央連合集会所 

泉区さわやかスポーツ普及委員                        １１３ 佐藤 

〔１〕 １１月３日 泉区ふれあい祭り スポーツ体験 

公園愛護会                                  １１３佐藤 

〔１〕 12月 ４日（日） 第三公園清掃  １・２・３月の清掃はありません。 

〔２〕 今年度の中央公園の清掃はありません。 

保健活動推進員 （保健衛生部）                        ４１４ 馬場 

〔１〕 連合ふるさと祭り 

 健康チェック（血圧・握力・口臭測定） 

 泉中央公園 １１月１３日 ６名 

〔２〕 いずみ中央ケアプラザ体力測定会の応援  １２月２日 

〔３〕 令和4年度泉区保健活動推進員全体研修会 

 区役所４階 令和５年 1月３１日・１２月６日 

〔４〕 定例会 １月２５日 １８：３０ ケアプラザ 

消防団                             １３２ 小林副分団長 

〔１〕消防団員を募集しております。 

家庭防災員 

〔１〕 １１月１８・１９日（土） 家庭防災委員の研修会が区役所で行いました。 

子ども育成部 

〔１〕 １２月クリスマス会をどうするか。 

緑寿会                                 ７３３ 星川 

〔１〕 はらっぱ、中央公園、第三公園清掃への協力 
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中和田中学校区地域防災委員会                      ５１２ 小山 

〔１〕 １２月１１日（日）中和田中学校地域防災運営委員会 役員防災訓練 

〔２〕 参加者：運営委員 

 

  懸案事項 

※ 防災訓練の備品消耗品購入（小山防災部長） 

※ コロナ禍における地域活動推進費の活用事例について（役員会で検討） 

 

今後の日程 

日 付  行事内容   備  考  

毎週木曜日 木 パトロール  19:30～22:00 

１２月 １日  時期階段委員の名簿提出 ５４３岡村宅  

１２月 ３日 土 定例会（資料配布のみ）  19:30～22:00 

１２月 ４日 日 第三公園清掃 9:00～   

１２月 ８日 木 防火防犯パトロール  19:30～22:00 

１２月１０日 土 修繕委員会  17:30～ 

１２月１１日 日 中和田中学校防災訓練 中和田中 ９:00  

１２月１５日 木 防火防犯パトロール 本年竿後 19:00～22:00 

１２月１７日 土 中和田中学校備蓄庫整理 9:00～  

１２月２５日 日 連合定例会 9:30  

１２月 末日  年間活動報告提出 １１３佐藤宅  

１月 ５日 木 泉区年賀式 泉公会堂  

１月 ７日 土 連合自治会年賀式 連合会館 11時  

１月 ７日 土 泉区出初式 公会堂 13時半  

１月１１日 水 選出委員会   

１月１４日 土 定例会 資料配布のみ 19:30～22:00 

１月３１日 土 委嘱役員報告書提出   

次回定例会 

 １月１４日 １９：３０～２０：３０（資料配布） 

 

防災訓練 

 11月２０日、自治会と管理組合合同の防災訓練が行われました。「無事」の新しいプレートを居

住者全世帯に配布し、９時に掲示するようにお願いしました。なんと、９０％の方が協力していた

だきました。緊急災害時にこのプレートを北側窓に出していただくことで、出ていないご家庭を確

認に訪問する。大事な作業です。緊急時には忘れずに「無事」のプレートを出してください。分か

りやすいところにしまって下さい。 
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令和４年１２月３日 

和泉中央南ハイツ管理組合 

理事長 田中美智子 様  

和泉中央南ハイツ自治会 

会長 佐藤  茂 

今後の日程 

 

日 付  行事内容   備  考  

毎週木曜日 木 パトロール  19:30～22:00 

１２月 １日  時期階段委員の名簿提出 ５４３岡村宅  

１２月 ３日 土 定例会（資料配布のみ）  19:30～22:00 

１２月 ４日 日 第三公園清掃 9:00～   

１２月 ８日 木 防火防犯パトロール  19:30～22:00 

１２月１０日 土 修繕委員会  17:30～ 

１２月１１日 日 中和田中学校防災訓練 中和田中 ９:00  

１２月１５日 木 防火防犯パトロール 本年竿後 19:00～22:00 

１２月１７日 土 中和田中学校備蓄庫整理 9:00～  

１２月２５日 日 連合定例会 9:30  

１２月 末日  年間活動報告提出 １１３佐藤宅  

１月 ５日 木 泉区年賀式 泉公会堂  

１月 ７日 土 連合自治会年賀式 連合会館  

１月 ７日 土 泉区出初式   

１月１１日 水 選出委員会   

１月１４日 土 定例会 資料配布のみ 19:30～22:00 

１月３１日 土 委嘱役員報告書提出   

 


