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１０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１０月１日 

連合自治会関係 

１） 令和４年度共同募金のお願い 

 本年も１０月１日より共同募金がスタートします。目安として１５６世帯、49,500円 

 これについては募金をしないで、自治会費で予算化していますので、そちらから出します。 

２） 「訪問歯科診療案内」の掲示について 

 要介護状態の介護者が歯科治療の必要にもかかわらず、対応できない方への訪問歯科治療

となります。 

３） 横浜市空家無料相談会の開催について 

 令和 4年１１月２日（水）１６：００～２０：００ 

 戸塚区役所８階大会議室 

４） 防災講演会の実施についてのご案内 

 令和 4年１１月１７日（木） １６：００～１７：００ 

 会場：泉公会堂 

 講演者：南 利幸（みなみ としゆき） 

 テーマ：気象と事業所の防災 

 各自治会町内会 概ね３人程度以内でお願いします。 

５） 災害用備蓄食料の無償配布について（有効活用） 

 保存パン・水缶詰・おかゆ・クラッカー・ビスケット  各区役所で配布 

６） 第３６回泉区文化祭ポスターの掲出について 

７） 第１１回泉区民ふれあい祭りポスターの掲出について 

８） 令和 4年度首都圏 放置自転車・バイククリーンキャンペーン 

９） 連合自治会「ふるさと祭り」 

 １１月１３日（日） 中央公園 ステージは作らない。カラオケは２階会議室 

 以前の桜祭りの形式、当自治会は焼きそばを予定しています。（連合自治会よりの要望有） 

１０） 泉区「ふれあい祭り」 

 １１月３日（祭日） アルコールの販売はしない。連合自治会では赤飯を販売。 

 手伝いはいらない。 

 この日は、若林氏が担当していた、緑の協会で花苗やペットボトルを使った水耕栽培など

販売。（会場責任者に佐藤がなってしまった。 

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。 

 ８月３１日付けでカウンターが７万２千を超えました。 

 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  

（１） 令和4年度泉区社会福祉協議会賛助会費に係る取りまとめについて 

 この賛助会費の集金が終わった階段委員さんは河上福祉厚生部長へ 

（２） 自治会費、後期集金について、 武田会計 

 後期も6ヵ月２，４００円を２，０００円の減額集金といたします。 

１， 納涼祭と秋の味覚祭りの代替え行事として 

２，  「南ハイツ ふれあい祭り」として実施いたします 

 開催日時：１０月２２日（土）１１時開会 

販売内容： 焼きそば・枝豆・煮卵・煮物・おにぎり・いも煮 

３， 発泡酒・お茶・ジュース類 

 すべて １００円での販売といたします。 

４， 引換券の配布  

 自治会加入者には、全世帯に飲み物+おつまみの引換券付きチラシを配布いたします。 

５， お楽しみ抽選会は１２：００より集会所で行います。 

 外れ無し・抽選券に書いてある品物を貰っていただきます。 

 

【担 当】 

本部接待→☆会長・海老根・星川副会長・岡村総務・佐藤総務 

焼そば・いも煮材料：買い出し・準備     秋元部長・谷部長・佐藤総務 

会場設営： ８時集合 

会場設営：テント・床にブルーシート（男性４人）河上・本間・深沢・高橋 

：焼きそば機材準備（男性：６名）小山・海老根・小林・岡村・田中・山本 

： 

景品準備：藤井・立川・山上・佐藤 

焼きそば準備  ９：００ いこい集合 

焼きそば事前準備：秋元・谷・羽田野・東田・松井・馬場 星川・高野・保立・ 

 

焼きそば作り            海老根・星川・河上・田中・深沢・山本・保立 

焼きそば準備・詰め         秋元・谷・羽田野・東田・松井・馬場 

飲み物おつまみ引き替え及び販売：    大滝・土屋 

子供お菓子・飲み物配布         秦・山上 

 

飲み物販売：おにぎり          白鳥・好士 

煮卵・煮物・枝豆・焼きそば       秋元・谷・羽田野・東田・馬場 

抽選会：                佐藤総務・藤井・立川・山上 

記録                  本間体育部長 

売上げ金整理              武田会計 

交通整理：               平山交通部長 
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【前日の流れ】 

１０月２１日（金） 

１６：００  男性・本部役員 会場作り  

       焼きそば機材手入れ(さび取り等) 

       焼きそば、キャベツ機材等 

１６：００  憩に、包丁・まな板を持参して集合。焼そば・煮物・煮卵の準備 

     星川・小山・本間 

１０月２２日（土） 

  ６：００ ゆで卵準備 

９：００ 抽選会賞品を準備する。  抽選会担当者：佐藤総務・藤井・立川・山上 

 全員集合 焼そば作り開始（パック詰め含む） 

 

１１：００  模擬店開始・販売開始 

  焼きそば・枝豆・煮卵・煮物・おにぎり・いも煮・発泡酒・お茶・ジュース類 

飲み物・つまみ引き替え開始。 

１２：００  抽選会開始   

１４：００  閉会 片付け 

 

 

専門部報告 

防火防犯部                            ５１２小山防災部長 

〔１〕 ７月２９日 官民合同パトロールでは１４町会５１名が参加しました。 

〔２〕 9月６日 ７０代女性 ３，６５０万円の詐欺被害 盗聴器が仕掛けられている。現金

がすり替えられている。自宅を訪れた警察官に現金とキャッシュカード・クレジットカ

ードと暗証番号を渡してしまった。 

〔３〕 ９月１５日 息子を名乗る詐欺事件で、３０キロ前後の金庫ごと渡してしまった。 

〔４〕 自治会・管理組合合同防災訓練について  11月２０日 

 総務課危機管理係及び福祉保健課鈴係長との打ち合わせ・訓練内容と配布物など 

 予算：37,000円 + 管理組合補助１万円 ＝ ４７，０００円 

 安否確認カードを全世帯に配布。当日９：００に北側の窓に出してもらう。 

 備蓄庫のトイレ備品を全世帯に配布、  詳細は１１月定例会で 

文化部                               ２１１ 秋元文化部長 

   納涼祭と味覚祭りの代替え行事として 

〔１〕 南ハイツふるさと祭りとして開催します。１０月２２日（土）（別紙案内） 

体育部                                ６４６ 本間体育部 

〔１〕 １０月 ９日（日）連合自治会の体育祭は中止といたします。 

〔２〕  ７月３１日（日）ソフトボール大会 優勝 AGI 準決勝：台谷戸町内会            

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 

〔２〕 秋祭りについて。文化部と合同で開催 １０月２２日（土） 
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〔３〕 敬老会祝い品配布について 

 敬老の日、おめでとうございました。 

敬老の集いは、今年度も新型コロナウイルス感染防止 のために中止になりました。代わりに 

9 月 18 日、自治会より敬老の祝い品が無事に７５世帯・１０６人にお渡しすることができ

ました。 

身体の健康はもちろんです が、心の健康のためにも外出して 様々な行事に参加するなど

人との繋 がりを大切にしましょう。 

道路交通部                              ４３３ 平山交通部  

〔１〕 ９月２１日～３０日まで 秋の交通安全キャンペーン  立哨有り 

〔２〕秋の交通安全教室 

 １０月２６日（水） 中和田小学校 

 １０月２７日（木） 平和幼稚園 

 １０月２２日（土） 中和田小学校運動会 立哨２名 

イベント部                                  ６３６ 谷 

〔１〕 １０月２２日（土）南ハイツふれあい祭り 

〔２〕 １１月１３日（日）連合ふるさと祭りに対応します。（中央公園） 

青少年指導員                                ５４３ 岡村 

〔１〕  ９月１０日（土）横浜市青少年指導員研修会 港南公会堂 

〔２〕  ９月１９日（土）和泉中央地区青少年指導員定例会 今後の活動計画について 

〔３〕 １０月１５日（土）子ども交流支援事業 ランタン作り 

〔４〕 １１月 ３日（祭）泉区ふれあい祭り 玉こんにゃくその他 

〔５〕 １１月１３日（日）和泉中央連合ふるさと祭り  模擬店出店の予定 

スポーツ推進委員                              ７２５ 高野 

〔１〕 １０月３０日（日）横浜マラソン2022 和泉中央6名 

〔２〕 １１月 ３日（祭）ふれあい祭り スポーツコーナー ２名 

〔３〕 １１月１３日（日）ふるさと祭り ５名 

〔４〕 １１月１３日（日）泉区マラソン大会 ３名 

環境事業推進委員                              ９３４ 藤井 

〔１〕 １０月１８日（火）早朝啓発・意見交換会 ８：３０ 並木谷戸町内会館 

〔２〕 １１月 ３日（祭）ふれあい祭り 10:00～２：００ 2名 

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

〔１〕 次回定例会  9月７日（水）・１１月１７日（木） 

〔２〕 １１月３日（祭）泉区ふれあい祭り 第３池スポーツコーナー 

公園愛護会                                  １１３佐藤 

〔１〕 １０月２日 町のはらっぱ清掃を行います。雨で草が伸び放題です。一部刈り入れてありま

すが。多数の参加をお願いします。管理組合理事さんにも、お願いしています。 

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

〔１〕 歯科口腔保健教室の開催（延期） 

〔２〕 泉区ふれあい祭り  

 幅広い世代に対して生活習慣改善啓発の取り組みに従事 
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  １１月３日 各地区１名 

〔３〕 連合ふるさと祭り 

 中央公園 １１月１３日 数名 

〔４〕 和泉中央ケアプラザ体力測定会の応援 １１月２８日 １２月２日 

〔５〕 定例会 １０月２６日 

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〕 ９月に予定されていた家庭防災員研修は、中止となりました。 

子ども育成部 

〔１〕  

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 

中和田中学校区地域防災委員会                      ５１２ 小山 

〔１〕 １０月１１日（火）中和田中学校地域防災運営委員会 班長・次長も出席 

〔２〕  

 

  懸案事項 

※ 中和田中学校地域防災拠点運営委員会の内容について、区役所と協議 

※ １１月２０日に延期されている防災訓練の内容検討（小山防災部長） 

   １１月５日の定例会と１２日の理事会で詳細を打ち出し。 

※ 令和４年度防災備蓄庫内、新規機材購入調査の検討（小山防災部長） 

※ 南ハイツふれあい祭り景品引き換え券作成 ２００枚 会計武田さんが、階段委員に配布 

※ ふれあい祭り役員食事・飲み物引換券原稿上がり（岡村総務） 

※ 連合ふるさと祭りへの参加・焼きそば（設営責任者：星川副会長） 
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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 

１０月 １日 土 定例会  19:30～22:00 

１０月 ２日 日 はらっぱ清掃   

１０月 ８日 土 修繕委員会  17:30～ 

１０月１１日 火 中和田中学校防災会議 中和田中18:00  

１０月１４日 金 資源回収   

１０月１５日 土 交通安全協会定例会  19:00～21:00 

１０月１６日 日 味覚祭り（中止）   

１０月２１日 土 秋祭り準備  19:00～21:00 

１０月２２日 土 南ハイツふれあい祭り  全日 

１０月２３日 日 連合定例会 連合会館 9:30  

１０月２８日 金 資源回収   

１１月 ２日 水 役員会  19:30～22:00 

１１月 ３日 祭 泉区文化祭・ふれあい祭り   

１１月 ５日 土 定例会（本年最後です）  19:30～22:00 

１１月 ６日 日 第三公園清掃   

１１月１１日 金 資源回収   

１１月１３日 日 ふるさと祭り   

１１月１９日 土 交通安全協会定例会  19:00～21:00 

１１月２０日 日 防災訓練  全日 

１１月２５日 金 資源回収   

１１月２７日 日 連合会長会議 連合会館 9:30  

１１月３０日 水 役員会  19:30～22:00 

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   

１２月１１日 日 中和田中学校防災訓練 中和田中 10:00  

次回定例会 

 １１月５日 １９：３０～２０：３０ 
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令和４年１０月１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 

１０月 １日 土 定例会  19:30～22:00 

１０月 ２日 日 はらっぱ清掃   

１０月 ８日 土 修繕委員会  17:30～ 

１０月１１日 火 中和田中学校防災会議 中和田中18:00  

１０月１４日 金 資源回収   

１０月１５日 土 交通安全協会定例会  19:00～21:00 

１０月１６日 日 味覚祭り（中止）   

１０月２１日 土 秋祭り準備  19:00～21:00 

１０月２２日 土 南ハイツふれあい祭り  全日 

１０月２３日 日 連合定例会 連合会館 9:30  

１０月２８日 金 資源回収   

１１月 ２日 水 役員会  19:30～22:00 

１１月 ３日 祭 泉区文化祭・ふれあい祭り   

１１月 ５日 土 定例会（本年最後です）  19:30～22:00 

１１月 ６日 日 第三公園清掃   

１１月１１日 金 資源回収   

１１月１３日 日 ふるさと祭り   

１１月１９日 土 交通安全協会定例会  19:00～21:00 

１１月２０日 日 防災訓練  全日 

１１月２５日 金 資源回収   

１１月２７日 日 連合会長会議 連合会館 9:30  

１１月３０日 水 役員会  19:30～22:00 

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   

１２月１１日 日 中和田中学校防災訓練 中和田中 10:00  

 


