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８月度自治委員定例会 

和泉中央南ハイツ自治会 

令和年８月７日 

定例会中止について 

 神奈川県ではコロナ感染者が１，０００名を超え、神奈川県では「緊急事態宣言」を発出しました。

少しでもコロナ感染を防ぐために、定例会と回覧版を中止といたします。宜しくご理解ください。 

 

連合自治会関係 

1. 消防団員の募集について 

 泉消防団及び泉消防署では、消防団員を募集しております。 

 定員４８０名のところ、４１０名の団員で、70名不足しております。南ハイツ自治会でも２

名ほど補充を考えております。女性団員も募集しております。 

2. 令和３年度泉区社会福祉協議会賛助会費について 

 今年度の賛助会費については、出来るだけ人との接触を避けることから、自治会費の中から

捻出することにしました。通常33名に方にご協力いただいています。 

3. 新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への支援のご依頼について 

 ワクチン接種をご希望される方のうち、支援を必要とする在宅の高齢者でお困りの方等、自

治会又は民生委員にご相談ください。 

4. コロナの時代に自由に活動するためのお助け講座 

 9月３日（金） １０：００～１１：３０ 

 区役所４階会議室  講師：木我 陽子（泉区福祉保健センター医務担当部長 

 申し込み：8月２６日（木）まで  ４０名   045-800-2393 

5. 民生委員等が訪問します。 

 泉区にお住いの７５歳以上の一人暮らしの方 

 訪問前に前もって区役所から訪問通知を送ります。 

6. 泉区わくわくプラン（第４期泉区地域福祉保健計画）の策定について 

 「泉区地域福祉保健計画」の固い表題から｛泉区わくわくプラン｝に名称を変更しました。 

 新しい目標について8月２日 泉区ホームページに掲載します。 

 

自治会関係  

南ハイツの大規模修繕もいよいよ本格的に始まります。真夏の熱いさなか、足場や騒音がうっと

うしく感じられるかもしれませんが、きれいに新築のような雰囲気でお正月が迎えられます。 

情報：区内の盆踊り、夏祭りは全て中止 

   須賀神社祭礼：神輿を車で履行。神酒所はなし。 

   泉区ふれあい祭り：リモートで実施  和泉中央地区ふるさと祭り：検討 

   敬老会：中止  ソフトボール大会：決行 

    

１） 福祉協議会賛助会費募集について 

 新型コロナが蔓延しているさ中、人との接触を避けるために、回覧や現金徴収をやめ、自治会
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費から出すことにしました。宜しくご理解をお願い致します。 

２）南ハイツ自治会の今後の行事内容 

 納涼祭        7月２４日 中止 

 ラジオ体操      8月９日（月）～１３日（金）７：００     

子ども・親・ジージ・バーバ 皆さんでご参加ください。 

 

専門部報告 

防火防犯部                            ５１２小山防災部長 

〔１〕 振り込め詐欺状況  泉区は４月末現在 １５件 4,794万円 

 6月には１件で３，２００万円の被害にあわれた方がいました。 

〔２〕 痴漢が急増しています。『身の危険を感じたら大声を出す。周囲に助けを求める。』 

〔３〕 消防団を募集しています。奮って応募してください。７０歳まで。 

文化部                               ２１１ 秋元文化部長 

〔１〕 夏祭り・盆踊りなどは、泉区全体で行いません。当自治会でも開催しません。 

体育部                                ６４６ 本間体育部 

〔１〕ラジオ体操に協力  8月９日（月）～１３日（金） ７：００～ 

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

〔１〕 日赤募金は6月７日 １５６世帯分 ３１，２００円 納めてきました。 

〔２〕 敬老会該当者調査のお願い 

 当自治会では７０歳以上を敬老会メンバーとして掌握しています。 

新規と退会（死亡）で１０６名でした。 

道路交通部                              ４３３ 平山交通部  

〔１〕 7月１０日 定例会 南ハイツ自治会 集会所 

女性部                                    ６３６ 谷 

（連合担当）   

（自治会担当） 

青少年指導員                                ５４３ 岡村 

〔１〕 7月１１日 和泉川クリーンアップ  ゴミは４５ℓの袋で３０個ありました。 

 終了後のイベントでは、深田区長も見えられ、皆で、作った焼きそばをほおばりました。 

参加者は 合計210名 

スポーツ推進委員                              ７２５ 高野 

（１）7月２５日 ソフトボール大会 1回戦・２回戦 参加：７町会 

〔２〕８月 １日 ソフトボール大会決勝戦 

〔３〕９月１８日 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〕 7月１１日 和泉川クリーンアップ 参加協力 

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

〔１〕 7月１５日 定例会（中止） 

第三公園愛護会                               ６２６ 飯島 

〔１〕 ７月４日（日）９：００より行いました。前日に草を刈ってあり、スムースの終了す
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ることができました。ご苦労様でした。物置が寄贈され、きれいになりました。 

緑化推進委員                                １１３ 佐藤 

〔１〕 8月８日（日）町のはらっぱの除草作業を行います。熱いさなかですので、帽子を忘れずに。

熱中症に気を付けながら作業を進めていきたいと思います。前もって草刈りを進めておきま

す。多数の方の参加をお願いします。 

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

〔１〕 和泉川クリーンアップに参加協力 

 泉中央公園にて健康維持に関するリーフレット等を配布 

〔３〕『感染症に気を付けましょう』 

    いま気を付けたい感染症：新型コロナウイルス感染症・Ｏ―１５７・ＲＳウイルス 

消防団                             １３２ 小林副分団長 

〔１〕消防団員を募集しております。 

子ども育成部 

〔１〕ラジオ体操に参加します。  8月９日～１３日まで 参加者には記念品が出ます。 

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〕 防災研修会（区役所） 

第１回 令和３年7月２８日（水） １８：３０～２０：００  佐藤会長 

第２回 令和３年7月３１日（土） １０：００～１１：３０  星川副会長 

第３回 令和3年8月 １日（日） １０：００～１１：３０  小山防火防犯部長 

 

今後の日程 

日 付  行事内容   備  考 集会所使用時間 

木曜日  防火防犯パトロール （４月１日より） 19:30～22:00 

８月 １日 日 第３回防災研修会 小山 10:00～  

８月 ４日 水 役員会  19:30～22:00 

８月 ５日 木 防火防犯合同パトロール  19:30～22:00 

８月 ７日 土 定例会（中止）   

８月 ８日 日 町の原っぱ清掃   

８月 ９日～

１３日 

 子供会ラジオ体操 7:00～  

次回定例会 

 ９月も中止といたします。 

 自治会のホームページをご覧ください。 

 パソコンやスマホで「和泉中央南ハイツ自治会」と検索して下さい。

豆にアップしています。 



- 4 - 

 

令和３年７月３日 

 

和泉中央南ハイツ管理組合 

理事長 内田 正春 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 集会所使用時間 

木曜日  防火防犯パトロール （４月１日より） 19:30～22:00 

８月 １日 日 第３回防災研修会 小山 10:00～  

８月 １日 日 大規模修繕不用品処分日 9:00～14:00  

８月 ４日 水 役員会  19:30～22:00 

８月 ５日 木 防火防犯合同パトロール  19:30～22:00 

８月 ７日 土 定例会（中止）   

８月 ８日 日 町の原っぱ清掃   

８月 ９日～

１３日 

 子供会ラジオ体操 ７：００～  

８月 ７日（土） １７：００ 修繕委員会  

  ８月 ７日（土） １９：００ 管理組合理事会  

８月９日～１３日  ７：００ ラジオ体操 


