
回  覧 2021年　4月組長会議 　　2021年  4月 4日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   3月末現在 世帯数  :  682 世帯

1、会長あいさつ
春光うららかな好季節を迎え、町内会もいよいよ新年度となりました。

皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、新型コロナ感染については3月21日に1都3県の緊急事態宣言は解除されましたが、

変異型ウィルスの拡大傾向で第4波の兆しもあって、危険な状況に変わりはありません。

また、ワクチン接種時期もまだ不透明な状況です。　そんな厳しい中ですが、

引き続き、感染防止対策、不要不急の外出の自粛をいただくよう、お願い申し上げます。

2、3月の報告

1）3月8日(月)～　総会準備［四役、役員、総務］

2）3月29日(日)　花見の会　⇒　コロナの影響で中止

3、今月(4月) の予定

1）4月 4日(日)10:00～　組長会議（各ブロック毎に時間分散で開催）

2）4月11日(日)10:00～　2021年度定期総会（書面決議）

3）4月18日(日) 9:00～　作右衛門公園の清掃　⇒　コロナの影響で中止

4）4月18日(日)15:00～　臨時組長会議（各ブロック毎に時間分散で開催）

4、今後の予定

1）5月 9日(日)9:00～　さわやか運動[横浜市クリーンアップ運動]

⇒　コロナの影響で中止

5、その他
1) 2021年度総会は昨年同様、「書面決議」で実施します。

　※要領等は4月11日にご案内します。

　※書面決議の結果は4月18日の臨時組長会議でご報告する予定です。

2) 5月以降の組長会議も当分は屋外で分散開催の予定です。(コロナの状況で変更あり)

　※屋内での会合による組長会議については自粛させていただき、昨年度同様に

　　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先で配布)とします。

6、日　程
1) 5月の組長会議 : 5月9日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 5月の役員会議 ：4月25日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し極力短時間で開催、もしくは会館玄関先での資料配布のみとします。＞

裏面に続く　⇒
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7、和泉中央連合自治会報告  

1)　新型コロナウィルスワクチンの接種について ・　・  ・　・　・　   　 　 　     　 　 　   　資料1 (P 　)

2)  各種委嘱委員（泉区）の委嘱式の中止等について　・  ・　・  ・  　 　   　 　 　資料2 (P 　)

3)　令和2年度自治会町内会･地区連合自治会町内会ｱﾝｹｰﾄ調査結果(速報値)について・  　   　 　 　   　 　 　     　 　 　   　資料3 (P 　)

4)　地域の防犯パトロールマニュアル動画の配信・DVD貸出について・  　   　 　 　   　 　 　     　 　 　   　資料4 (P 　)

5)  泉区の治安情勢（令和3年2月末現在）　・  ・　・  ・  ・　・　・  　 　 　資料5 (P 　)

6)　泉生活安全ニュース・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・    　 　 　   　資料6 (P 　)

7)　火災・救急状況・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  　 　 　   　資料7 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

4月 　4日(日)　・  4月 18日(日) 　です。

5月   2日(日)　・  5月 16日(日) 　です。

本資料はWEBサイトにも掲載しています。

 (伊勢山小、和泉小の登下校見守りに対して感謝されました。［3月の東町内会だより参照］

保健衛生部  (　　)

スポーツ推進委員  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛を！)

総務部

会計部  (5/9に第1期分町内会費徴収を実施する予定です。　)

世帯増減 (入会 0 、退会 0) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　3月：\1,650)　

環境部  (5/9のさわやか運動はコロナ感染防止のため中止とします！　)

防災部  (南側エリア（12組中澤さん宅、14組秋葉さん宅の間)の消化箱をリニューアルします。)

防犯部

◎5月の資源集団回収は・・・

 (　　)

青年部  (　　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

福祉部

その他

◎4月の資源集団回収は・・・

体育振興会  (　　)

子ども会育成会  (　　)

和泉東町内会

2



回  覧 2021年　5月組長会議 　　2021年  5月 9日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   4月末現在 世帯数  :  690 世帯

1、会長あいさつ
風薫る五月を迎え、新緑が清々しく感じられる時候となりました。

皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、新型コロナ感染は拡大の一途であり、4月20日には「まん延防止等重点措置」が

横浜市にも発出されています。一方では、4月12日から高齢者施設等でワクチン接種も

始まりました。ワクチンの集団／個別接種開始は5月中旬以降の予定とのことですが、

感染防止対策、不要不急の外出の自粛を継続していただくよう、お願い申し上げます。

2、4月の報告
1)　4月11日(日) 定期総会を実施しました。（議案書案配布による書面決議方式）

　　当日は全組長に会館玄関先で書類の配布を実施しました。

　（東町内会だより参照） 　

2)　4月18日(日) 総会成立しました。（書面決議にて賛成過半数で可決）

　　これにより、新年度の町会運営をしてまいります。

　　今後とも、皆様の積極的なご参加、ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

3、今月(5月) の予定

1）5月 9日(日)9:00～　さわやか運動[横浜市クリーンアップ運動]

⇒　コロナの影響で中止

4、今後の予定

1) 6月13日(日)町内会単独の防災訓練　⇒　コロナの影響で中止

2）7月18日(日)須賀神社祭礼　⇒　規模縮小で開催予定

　　　　　　　※子ども神輿巡行　⇒　未定（中止の方向）

3）7月18日(日)作右衛門公園の清掃　⇒　未定（中止の方向）

4）7月24日(土)第34回東町まつり納涼盆踊り大会　⇒　未定（中止の方向）

　　※なお、上記2)～4)の開催有無については次月にお知らせします。

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会館内での会合は極力避けて、

　当分、町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご承知おき願います。

6、次回の会議日程
1) 6月の組長会議 : 6月6日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 6月の役員会議 ：5月23日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し極力短時間で開催、もしくは会館玄関先での資料配布のみとします。＞

裏面に続く　⇒
1



7、和泉中央連合自治会報告  

1)　新型コロナウィルスワクチンの接種状況について ・　・  ・　・　 　   　 　 　     　 　 　   　資料1 (P 　)

2)  臨時期日前投票所の移転について　・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　 　 　資料2 (P 　)

3)　令和3年度泉区人財バンク冊子の更新について・　・　・  ・　・　 　     　 　 　   　資料3 (P 　)

4)　いずみ安全・安心メールの周知について・  ・　・  ・　・　・　・  　 　 　     　 　 　   　資料4 (P 　)

5)  令和2年度横浜市家庭系燃やすごみ量実績(速報値)について　・  ・　     　 　   　 　 　資料5 (P 　)

6)　泉区の治安情勢（令和3年3月末現在）　  ・　・  ・　・　・　・  　 　 　     　 　 　   　資料6 (P 　)

7)　泉生活安全ニュース  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  　 　 　   　資料7 (P 　)

8)　火災・救急状況・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  　 　 　   　資料8 (P 　)

8、各部会報告・予定
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

5月   2日(日)　・  5月 16日(日) 　です。

6月   6日(日)　・  6月 20日(日) 　です。

本資料はWEBサイトにも掲載しています。

防災部  (4/3に南側エリア(12組中澤さん宅、14組秋葉さん宅の間)の消火箱をリニューアル済み。)

防犯部

◎6月の資源集団回収は・・・

 (　　)

青年部  (　　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

福祉部

その他

◎5月の資源集団回収は・・・

体育振興会

副会長  (感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛を！)

総務部

会計部  (本日、第1期分町内会費徴収。)

世帯増減 (入会 6 、退会 3) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　3月：\3,000)　

 (　　)

保健衛生部  (感染症に気を付けよう！(添付資料①(P　　))

スポーツ推進委員  (　　)

環境部  (本日のさわやか運動はコロナ感染防止のため中止。)

 (　　)

子ども会育成会  (6月のドッジボール親睦会はコロナ感染防止のため中止。)

和泉東町内会
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回  覧 2021年　6月組長会議 　　2021年  6月 6日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   5月末現在 世帯数  :  690 世帯

1、会長あいさつ
清々しい初夏を迎える季節ですが、梅雨が早まり、スッキリしない日々が続いています。

そんな中、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナ感染は依然として終息が見えてはいませんが、集団・個別のワクチン接種

がいよいよ本格的に始まっています。

予約により順次接種が進められておりますが、順番待ちの間、皆様におかれましては

感染防止対策、不要不急の外出の自粛をしていただくよう、お願い申し上げます。

2、5月の報告

1）5月9日(日)のさわやか運動[横浜市クリーンアップ運動]は、コロナ感染拡大防止

　　のため、今年も中止としました。

3、今月(6月) の予定

1) 6月13日(日)町内会単独の防災訓練　⇒　コロナの影響で中止

4、今後の予定

1）7月18日(日)須賀神社祭礼　⇒　規模縮小で開催予定

　　　　　　　※子ども神輿巡行　⇒　コロナの影響で中止

2）7月18日(日)作右衛門公園の清掃　⇒　コロナの影響で中止

3）7月24日(土)第34回東町まつり納涼盆踊り大会　⇒　コロナの影響で中止

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会館内での会合は極力避けて、

　当分、町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 7月度の組長会議 : 7月4日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 7月度の役員会議 ：6月27日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し極力短時間で開催します。(各部活動費交付予定）＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

裏面に続く　⇒

和泉東町内会
ホームページ
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7、和泉中央連合自治会報告  

1)　警戒レベル(避難情報)の変更について・　・  ・　・　・　・  ・　 　 　     　 　 　   　資料1 (P 　)

2)  横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について　・  ・　・  ・  　 　   　 　 　資料2 (P 　)

3)　家具転倒防止器具の取付けを代行します・　・　・  ・　・　・　・    　 　 　   　資料3 (P 　)

4)　第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策

　　推進計画（よこはま地域包括ケア計画）の策定について・  ・　・  　 　 　   　 　 　     　 　 　   　資料4 (P 　)

5)  「ワクチンニュース第3号」について　・  ・　・  ・  ・　・　・  　 　 　資料5 (P 　)

6)　泉区の治安情勢（令和3年4月末現在）　  ・　・  ・　・　・　・  　 　 　     　 　 　   　資料6 (P 　)

7)　交番だより　和泉交番  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・    　 　 　   　資料7 (P 　)

8)　火災・救急状況・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  　 　 　   　資料8 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

6月   6日(日)　・  6月 20日(日) 　です。

7月   4日(日)　・  7月 18日(日) 　です。

　6/30(水)オリンピック聖火リレー運営協力　)

防災部  (　　)

防犯部  (　　)

保健衛生部  (感染症に気を付けよう！(添付資料①(P　　))

環境部  (庭木の枝・雑草などの「緑のごみ」はしばらく乾燥させてから回収に出して下さい。)

子ども会育成会  (ドッジボール親睦会,ウォーク＆バーベキュー,ラジオ体操はコロナ感染防止のため中止)

◎7月の資源集団回収は・・・

 (　　)

青年部  (　　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

福祉部

その他  (7/11(日)和泉川クリーンアップ開催予定)

◎6月の資源集団回収は・・・

体育振興会

スポーツ推進委員  (6/19(土)地域の子ども交流支援事業[立場地区センター]、

 (7/25(日)和泉中央連合ソフトボール大会開催予定)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛を！)

総務部

会計部  (　　)

世帯増減 (入会 5 、退会 5) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　4月：\2,700)　
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回  覧 2021年　7月組長会議 　　2021年  7月 4日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   6月末現在 世帯数  :  697 世帯

1、会長あいさつ
まもなく暑い夏を迎える季節ですが、梅雨入りが遅れてどんよりとした空模様の日々が

続いています。そんな中、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナ対策として、大規模、集団、個別、職域のワクチン接種が進んでいます。

しかし、依然として終息が見えていない状況ですので、引き続いて感染防止対策、

不要不急の外出の自粛をしていただくよう、お願い申し上げます。

2、6月の報告

1) 6月13日(日)町内会単独の防災訓練　⇒　コロナの影響で中止

3、今月(7月) の予定

1）7月18日(日)須賀神社祭礼　⇒　車両による渡御（各町内会館でのお祓い）のみ

　　　　　　　※須賀神社例大祭のご案内(添付資料②(P　　)ご参照

　　　　　　　※子ども神輿巡行は中止

2）7月18日(日)作右衛門公園の清掃　⇒　コロナの影響で中止

3）7月24日(土)第34回東町まつり納涼盆踊り大会　⇒　コロナの影響で中止

＊ 7月23日(金)～8月8日(日)東京オリンピック（ただし、サッカーは7月21日(水)～）

4、今後の予定

1）9月13日(日)地域拠点防災訓練［中和田中学校］　⇒　現時点実施未定

2）9月20日(月)敬老の日　⇒　70歳以上の会員へお祝い品を配布予定

＊ 8月22日(日)横浜市長選挙

＊ 8月24日(火)～9月5日(日)東京パラリンピック

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 8月度の組長会議 : 8月1日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 8月度の役員会議 ：7月25日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し極力短時間で開催、もしくは会館玄関先での資料配布のみとします。＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

裏面に続く　⇒

1



7、和泉中央連合自治会報告  

1)　内水ハザードマップの改定について・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料1 (P 　)

2)  新型コロナウィルスワクチン接種について　・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　・　・　資料2 (P 　)

3)　町の防災組織研修会の開催について・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料3 (P 　)

4)　泉区の治安情勢（令和3年5月末現在）  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料4 (P 　)

5)　火災・救急状況　・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料5 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14) 　

15)

以　上

7月   4日(日)　・  7月 18日(日) 　です。

8月   1日(日)　・  8月 15日(日) 　です。

◎8月の資源集団回収は・・・

 (7/9(金)軽食を配布して親睦をはかる予定[サロンひまわり])

青年部  (　　)

その他  (7/11(日)和泉川クリーンアップ開催予定[地蔵原～泉中央公園])

◎7月の資源集団回収は・・・

体育振興会

スポーツ推進委員  (7/25(日)和泉中央連合ソフトボール大会開催予定)

 (7/25(日)和泉中央連合ソフトボール大会開催予定)

福祉部

副会長  (感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛を！)

総務部

会計部  (　　)

世帯増減 (入会 7 、退会 0) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　6月：\4,400)　

環境部  (　　)

子ども会育成会

 (須賀神社例大祭のご案内(添付資料②(P　　))

 (ラジオ体操はコロナ感染防止のため中止)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

防災部  (　　)

防犯部  (　　)

保健衛生部  (感染症に気を付けよう！(添付資料①(P　　))

ホームページ

和泉東町内会
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回  覧 2021年　8月組長会議 　　2021年  8月 1日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   7月末現在 世帯数  :  697 世帯

1、会長あいさつ
7月半ばに梅雨明けして盛夏の候となり、待望の東京オリンピックも開催されました。

そんな中、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナに関しては、ワクチン接種が進んではいますが感染拡大は止まりません。

神奈川県も独自の緊急事態宣言を発令しました。引き続いて感染防止対策、

不要不急の外出の自粛をしていただくよう、お願い申し上げます。

2、7月の報告

1）7月18日(日)須賀神社祭礼　⇒　車両による渡御（各町内会館でのお祓い）のみ

　　　　　　　※子ども神輿巡行は中止 →記事掲載(P　　　)

2）7月18日(日)作右衛門公園の清掃　⇒　コロナの影響で中止

3）7月24日(土)第34回東町まつり納涼盆踊り大会　⇒　コロナの影響で中止

3、今月(8月) の予定

＊ ～8月8日(日)東京オリンピック

＊ 8月22日(日)横浜市長選挙

＊ 8月24日(火)～9月5日(日)東京パラリンピック

4、今後の予定

1）9月13日(日)地域拠点防災訓練［中和田中学校］　⇒　現時点実施未定

2）9月20日(月)敬老の日　⇒　70歳以上の会員へお祝い品を配布予定

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 9月度の組長会議 : 9月5日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 9月度の役員会議 ：今回はなし

　　  ＜上記組長会議時、会館玄関先での資料配布のみとします。＞

裏面に続く　⇒

ホームページ

和泉東町内会
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7、和泉中央連合自治会報告  

1)　「深谷通信所跡地だより第3号」の掲示について・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料1 (P 　)

2)  横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例の施行について　・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　・　・資料2 (P 　)

3)　新型コロナウィルスワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への支援へのご依頼について・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料3 (P 　)

4)　東京2020オリンピック･パラリンピック「横浜版ウェルカムガイドブック」の発行について・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料4 (P 　)

5)　「地域づくり大学校」修了生の活動事例の発信について  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料5 (P 　)

6)　「コロナの時代に自由に活動するためのお助け講座」開講について　・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料6 (P 　)

7)　令和3年度ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業実施に係る

　　民生委員訪問のお知らせについて　・  ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料7 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

8月   1日(日)　・  8月 15日(日) 　です。

9月   5日(日)　・  9月 19日(日) 　です。

防災部  (火災・救急状況(添付資料①(P　　))

防犯部  (泉区の治安情勢(令和3年6月現在)(添付資料②(P　　))

保健衛生部  (感染症に気を付けよう！(添付資料③(P　　))

環境部  (　　)

子ども会育成会  (7/11(日)和泉川クリーンアップ参加→記事掲載(P　　　))

交通部  (　　)

文化部  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛を！)

総務部

会計部  (本日、第2期分町会費徴収)

世帯増減 (入会 0 、退会 0) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　7月：\4,000)　

◎9月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (7/9(金)お弁当等配布しリモートで親睦をはかった[サロンひまわり]→記事掲載(P　　　))

青年部  (　　)

その他  (　　)

◎8月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員  ※なお、8/1予定の準決勝・決勝は都合により中止となりました。)→記事掲載(P　　　))

福祉部

体育振興会  (7/25(日)和泉中央連合ソフトボール大会参加→初戦vsわかば　19-4で快勝！
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回  覧 2021年　9月組長会議 　　2021年  9月5日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   8月末現在 世帯数  :  699 世帯

1、会長あいさつ
暦の上では秋とはなりましたが、残暑の中で不安定な天候も続いているこの頃です。

東京オリンピック（7/23～8/8）に続き、パラリンピック（8/24～)も今日閉幕します。

そんな中、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナのワクチン接種は進んでいるものの、感染拡大は収まっていません。

現在は、神奈川県を含む全国33都道府県で緊急事態、重点措置が宣言されています。

一層の感染防止対策、不要不急の外出の自粛をしていただくよう、お願い申し上げます。

2、8月の報告

＊ 7月23日(金)～8月8日(日)東京オリンピック⇒日本は金27、銀１4、銅17

＊ 8月22日(日)横浜市長選挙⇒山中竹春氏(無所属、新)が当選

＊ 8月24日(火)～9月5日(日)東京パラリンピック⇒日本は金13、銀14 、銅21 ［9/5 時点］

3、今月(9月) の予定

1）9月13日(日)地域拠点防災訓練［中和田中学校］　⇒　実施時期等未定

2）9月20日(月)敬老の日　⇒　70歳以上の会員へお祝い品を配布(9/5～)予定

4、今後の予定

1）10月10日(日)和泉中央連合体育祭［中和田中学校］　⇒　コロナの影響で中止

2）10月17日(日)作右衛門公園の清掃　⇒　未定（中止の方向）

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 10月度の組長会議 : 10月3日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 10月度の役員会議 ：今回はなし

　　  ＜上記組長会議時、会館玄関先での資料配布のみとします。＞

裏面に続く　⇒

ホームページ

和泉東町内会
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7、和泉中央連合自治会報告  

今回は連合会長会開催中止のため、お知らせする情報はありません。

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

9月   5日(日)　・  9月 19日(日) 　です。

10月   3日(日)　・  10月 17日(日) 　です。

◎10月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (　　)

青年部  (　　)

その他  (　　)

◎9月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員

福祉部

体育振興会  (親子ドッジボール大会はコロナのため中止！）

副会長  (さらなる感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛を！)

総務部

会計部  (　　)

世帯増減 (入会 2 、退会 0) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　8月：\3,750)　

 (会館ご利用の皆様へのお願い(添付資料②(P　　))

 (【注意喚起】電話詐欺に注意！(添付資料①(P　　))

 (非接触型検温器2台、パーテション[アクリル板]20台を会館内に配備しました。)

環境部  (　　)

子ども会育成会  (10月の和泉中央連合体育祭はコロナのため中止！）

交通部  (　　)

文化部  (　　)

防災部  (火災・救急状況(添付資料③(P　　))

防犯部  (　　)

保健衛生部  (パルスオキシメーター[血中酸素濃度測定器]1台を会館内に配備しました。)
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回  覧 2021年　10月組長会議 　　2021年  10月3日(日)

和泉東町内会長  安西　　香　

   9月末現在 世帯数  :  703 世帯

1、会長あいさつ
今年も早や神無月(かんなづき)を迎え、吹く風も冷たさを感じるようになり、

秋も一段と深まってきた感があります。

そんな中、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナのワクチン接種は徐々に進み、感染拡大も抑えられてきています。

この状況下、緊急事態・重点措置の宣言は、9月末で全面解除されました。

今後、時短要請などの各種制限は段階的に緩和されていくようですが、

気を緩めず、感染防止対策・不要不急の外出自粛の継続をお願い申し上げます。

2、9月の報告

1）9月13日(日)地域拠点防災訓練［中和田中学校］　⇒　実施時期等未定

2）9月20日(月)敬老の日　⇒ 70歳以上の会員へお祝い品を組長経由で配布済み(9/5～)

3、今月(10月) の予定

1）10月10日(日)和泉中央連合体育祭［中和田中学校］　⇒　コロナの影響で中止

2）10月17日(日)作右衛門公園の清掃　⇒　コロナの影響で中止

4、今後の予定

1）11月7日(日)次期役員選考会(第1回)[町内会館]　⇒　別途開催案内します。

2）11月14日(日)和泉中央連合ふるさとまつり[地蔵原の水辺]　⇒ コロナの影響で中止

3）11月20日(土)～21日(日)第3回東町文化まつり[町内会館]　⇒ コロナの影響で中止

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 11月度の組長会議 : 11月７日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 11月度の役員会議 ：10月24日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し極力短時間で開催、もしくは会館玄関先での資料配布のみとします。＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

裏面に続く　⇒

ホームページ

和泉東町内会
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7、和泉中央連合自治会報告  

1)　多様なライフスタイルに合わせて新型コロナウィルスワクチンの

　　集団接種会場を新設します　・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　・　・　資料1 (P 　)

2)  泉生活安全ニュース　・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　・　・　 資料2 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

◎10月の資源集団回収は・・・

10月   3日(日)　・  10月 17日(日) 　です。

11月   7日(日)　・  11月 21日(日) 　です。

環境部  (　　)

子ども会育成会

交通部  (　　)

文化部  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要･不急の外出自粛の継続を！)

総務部

会計部  (第3期分町内会費徴収)

世帯増減 (入会4 、退会 0) (会館利用は引き続き自粛を！)

 (資源回収　9月：\5,500)　

 (【訃報】(添付資料①(P　　))

◎11月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (　　)

青年部  (　　)

その他  (　　)

スポーツ推進委員

福祉部

体育振興会  (10月の和泉中央連合体育祭はコロナのため中止！）

防災部  (火災・救急状況(添付資料①(P　　))

防犯部  (危険啓発チラシ回覧＆掲示板貼付(添付資料②(P　　))

保健衛生部  (　　)

和泉東町内会
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回  覧 　　2021年  11月7日(日)

2021年　11月組長会議 和泉東町内会長  安西　　香　

   10月末現在 世帯数  :  703 世帯

1、会長あいさつ
冬の訪れが間近となり、寒風が身に染みる季節となりました。

皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナのワクチン接種拡大により、感染も一層抑えられてきて、10月25日には

時短要請が全面解除されました。ただし、11月末までは経過観察期間ですので、

感染防止対策・不要不急の外出自粛は継続して、ご自愛をお願い申し上げます。

2、10月の報告
1）10月10日(日)和泉中央連合体育祭［中和田中学校]⇒コロナの影響で中止

2）10月17日(日)作右衛門公園の清掃⇒コロナの影響で中止

＊ 10月31日(日)衆議院議員選挙投開票

3、今月(11月) の予定
1）11月7日(日)次期役員選考会(第1回)[町内会館]

2）11月10日(水)泉区シ連グラウンドゴルフ大会[遊水地]

　　　　　　　　　⇒畑中さん(38組)、金澤さん(39組)、堀尾さん(39組)参加予定

3）11月14日(日)和泉中央連合ふるさとまつり[地蔵原の水辺]⇒コロナの影響で中止

4）11月20日(土)～21日(日)第3回東町文化まつり[町内会館]⇒コロナの影響で中止

4、今後の予定

1）12月12日(日)地域拠点防災訓練[中和田中学校]⇒規模を縮小して開催予定

2）12月18日(土)子ども会クリスマス会[町内会館]⇒未定(中止の方向）

3）12月26日(日)14:00～町内会館大掃除⇒少人数(三役、総務ほか)で実施予定

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 12月度の組長会議 : 12月5日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 12月度の役員会議 ：11月28日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し、極力短時間で開催します。＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

裏面に続く　⇒

ホームページ

和泉東町内会
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7、和泉中央連合自治会報告  

1)　年末年始のごみと資源物の収集日程について・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料1 (P 　)

2)  住宅用火災警報器の抽選配布についてのご案内　・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　・　・　資料2 (P 　)

3)　11月以降の新型コロナウィルスワクチン集団接種会場について・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料3 (P 　)

4)　泉区人権啓発・防災講演会の開催について・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料4 (P 　)

5)　深谷通信所跡地中央広場　防災・脱炭素化啓発フェア開催について・・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料5 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

11月   7日(日)　・  11月 21日(日) 　です。

12月   5日(日)　・  12月 19日(日) 　です。

環境部  (　　)

子ども会育成会  (　　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要不急の外出自粛の継続を！)

総務部

会計部  (第3期分町内会費徴収)

世帯増減 (入会1 、退会 1)  (資源回収　10月：\4,660)　

 (会館利用を再開します。(添付資料①(P　　))

◎12月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (　　)

青年部  (　　)

その他  (11/28ウォーキング大会参加者募集(添付資料④(P　　))

◎11月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員  (　　)

福祉部

体育振興会  (　　)

 (12/12クリスマス工作教室参加者募集(添付資料⑤(P　　))

防災部  (火災・救急状況(添付資料②(P　　))

防犯部  (泉区の治安情勢(添付資料③(P　　)、10/17～防犯パトロール(北側)を再開)

保健衛生部  (　　)

2



回  覧 　　2021年  12月5日(日)

2021年　12月組長会議 和泉東町内会長  安西　　香　

   11月末現在 世帯数  :  705 世帯

1、会長あいさつ
様々な出来事（コロナ禍、オリンピック、衆議院選挙等）が一年を駆けまわり、

気が付けば年末を迎える時節となりました。

皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　新型コロナ感染も全国的に抑えられてきており、今後はワクチンの3回目接種が

話題になってきています。　そんな中ですが、皆様には気を緩めることなく、

感染防止対策・不要不急の外出自粛を継続していただきたく、お願い申し上げます。

2、11月の報告

1）11月7日(日)次期役員選考会(第1回)開催[町内会館]

2）11月10日(水)泉区シニア連合グラウンドゴルフ大会開催[遊水地]⇒3名参加入賞ならず！

3）11月14日(日)和泉中央連合ふるさとまつり[地蔵原の水辺]⇒コロナの影響で中止

4）11月20日(土)～21日(日)第3回東町文化まつり[町内会館]⇒コロナの影響で中止

3、今月(12月) の予定

1）12月5日(日)次期役員選考会(第2回)開催予定　[町内会館]

2）12月12日(日)地域拠点防災訓練[中和田中学校]⇒防災委員のみで開催予定

3）12月12日(日)和泉中央連合グラウンドゴルフ大会[中和田小学校]⇒和楽会6名参加予定

4）12月18日(土)子ども会クリスマス会[町内会館]⇒中止(プレゼント配布のみ予定）

5）12月26日(日)11:00～町内会館大掃除⇒少人数(三役、総務ほか)で実施予定

4、今後の予定

1）1月5日(水)15:00～泉区年賀式[泉区役所]⇒町会から1名のみ参加予定

2）1月8日(土)和泉中央連合自治会賀詞交換会⇒開催詳細、場所等未定

3）1月16日(日)9:00～作右衛門公園の清掃[作右衛門公園]

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 1月度の組長会議 : 1月9日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 1月度の役員会議 ：今回はなし

　　  ＜ 上記組長会議時、会館玄関先での資料配布のみとします。＞

裏面に続く　⇒

ホームページ

和泉東町内会
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7、和泉中央連合自治会報告  

1)「＃住むなら泉区」ロゴマークの利用について・　・  ・　・　・　・  　 　 　     　 　 　   　資料1 (P 　)

2) 令和4年泉区消防出初式の実施について・  ・　・  ・  ・　・　・  ・　 　 　資料2 (P 　)

3) 県民のまもり（チラシ）・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　   　資料3 (P 　)

4) 第35回和泉中央子ども新春書道展のお知らせ・　・　・  ・　・　・　・    　 　 　   　資料4 (P 　)

8、各部会報告・予定
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14) 　

15)

以　上

12月   5日(日)　・  12月 19日(日) 　です。

1月   16日(日) 　です。

防災部  (火災・救急状況(添付資料①(P　　)、12/12(日)拠点防災訓練[中和田中])

防犯部  (泉区の治安情勢(添付資料②(P　　))

保健衛生部  (感染症に気を付けよう！(添付資料③(P　　))

◎1月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (12/10(金)サロンひまわり会員にクリスマスプレゼントを配布　)

青年部  (　　)

その他  (1/30(日)和泉中央子ども新春書道展[泉中央公園集会所])

◎12月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員  (12/12(日)和泉中央連合グラウンドゴルフ大会[中和田小])

福祉部

体育振興会  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要不急の外出自粛の継続を！)

会計部  (　　)

総務部 世帯増減 (入会2 、退会0)  (資源回収　11月：\9,730)　

 (町内会ホームページ閲覧数が延べ3,000名を超えました！)

環境部  (　　)

子ども会育成会  (12/12(日)クリスマス工作教室参加　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

2



回  覧 　　2022年  1月9日(日)

2022年　1月組長会議 和泉東町内会長  安西　　香　

   12月末現在 世帯数  :  705 世帯

1、会長あいさつ
新型コロナウィルス禍が下火となり新年を迎えましたが、皆様におかれましては

ご健勝のこととお慶び申し上げます。

新たなウィルス(オミクロン株)の感染が拡大している中なので、気を緩めることなく、

感染防止対策・不要不急の外出自粛を継続していただきたく、お願い申し上げます。

また、この時期は、インフルエンザへの感染防止やヒートショックにも

ご注意いただくよう、お願い申し上げます。

2、12月の報告

1）12月5日(日)次期役員選考会(第2回)開催[町内会館]

2）12月12日(日)地域拠点防災訓練[中和田中学校]⇒防災委員のみで開催

3）12月12日(日)和泉中央連合グラウンドゴルフ大会[中和田小学校]⇒和楽会6名参加

4）12月18日(土)子ども会クリスマス会[町内会館]⇒玄関先でプレゼント配布実施

5）12月26日(日)11:00～町内会館大掃除⇒少人数(四役、総務ほか)で実施

3、今月(1月) の予定

1）1月5日(水)15:00～泉区年賀式[泉区役所]⇒町会から1名のみ参加予定

2）1月8日(土)11:00～和泉中央連合自治会年賀式[泉中央公園集会所]

3）1月9日(日)次期役員選考会(第3回)開催[町内会館]

4）1月15日(土)9:30～遊・遊クラブ　どんど焼き[伊勢山小学校校庭]

5）1月16日(日)9:00～作右衛門公園の清掃[作右衛門公園]

4、今後の予定

現時点ではイベント等未定

5、その他
1）新型コロナウィルスの感染が終息するまでは会合は実施せず、引き続き

　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先）で配布いたします

　ので、何卒ご協力をお願いします。

6、次回の会議日程
1) 2月度の組長会議 : 2月6日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 2月度の役員会議 ：1月23日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し、極力短時間で開催します。＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

裏面に続く　⇒
1



7、和泉中央連合自治会報告  

1) 泉区におけるごみ量の状況について・　・  ・　・　・　・  ・　・　 　     　 　 　   　資料1 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

1月　 16日(日) 　です。

2月   6日(日)　・  2月 20日(日) 　です。

環境部  (泉区のごみ量状況(項番７の資料1参照)

子ども会育成会  (　　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要不急の外出自粛の継続を！)

会計部  (　　)

総務部 世帯増減 (入会0 、退会0)  (資源回収　12月：\7,160)　

◎1月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (　　)

青年部  (　　)

その他  (　　)

◎1月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員  (　　)

福祉部

体育振興会  (　　)

防災部  (火災・救急状況(添付資料①(P　　))

防犯部  (泉区の治安情勢(添付資料②(P　　))

保健衛生部  (　　)

2



回  覧 　　2022年 2月6日(日)

2022年　2月組長会議 和泉東町内会長  安西　　香　

   1月末現在 世帯数  :  706 世帯

1、会長あいさつ
新年は早くも立春の候となりましたが、変異ウィルス(オミクロン株)の感染が

猛威を振るっています。

そんな中ですが、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

ウィルスの感染は全国で爆発的に拡大しており、まん延防止等重点措置も

再発令されています。また、ワクチン3回目接種も始まりました。

感染防止対策・不要不急の外出自粛を継続していただくよう、お願い申し上げます。

2、1月の報告

1）1月5日(水)15:00～泉区年賀式[泉区役所]

2）1月8日(土)11:00～和泉中央連合自治会年賀式[泉中央公園集会所]

3）1月9日(日)次期役員選考会(第3回)開催[町内会館]

4）1月15日(土)9:30～遊々クラブ　どんど焼き[伊勢山小学校校庭]

5）1月16日(日)9:00～作右衛門公園の清掃[作右衛門公園]

3、今月(2月) の予定
現時点ではイベント等の予定なし

4、今後の予定

1）次年度定期総会準備(予算審議・業務報告審議・会計監査ほか)

5、その他
1）屋内での会合による組長会議については自粛させていただきます。

　前回同様、町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先で配布)といたします

　ので、何卒よろしくお願いします。

2）3月の組長会議も1)と同様、テイクアウト方式とする予定です。

3) なお、4月(新年度初回)の新組長会議は屋外で分散開催する予定です。

　※併せて、各ブロック長、副ブロック長、家庭防災員を互選していただく予定です。

　（詳細は後日ご案内します。）

4) 2022年度総会は昨年同様、「書面決議」で実施する方向です。

　（詳細は後日ご案内します。）

6、次回の会議日程
1) 3月度の組長会議 : 3月6日(日)10:00〜11:00（予定）

　　  ＜前月と同じ要領で、会館玄関先での資料配布のみとします。当番はなし＞

2) 3月度の役員会議 ：2月27日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し、極力短時間で開催します。＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

裏面に続く　⇒

ホームページ

和泉東町内会

1



7、和泉中央連合自治会報告  

1) 新型コロナウィルスワクチンの3回目接種について・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料1 (P 　)

2) 新型コロナウィルスワクチン追加接種(3回目接種)の集団接種会場について・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料2 (P 　)

3) 令和3年度賛助会費の実績値・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料3 (P 　)

4) 令和3年度和泉中央地区日赤(活動資金)実績報告　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料4 (P 　)

5) 戸塚税務署からのお知らせ・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料5 (P 　)

6) はまっ子どうし　Ｔｈｅ　Ｗａｔｅｒ事業終了について・　・  ・　・　・　・  ・　・　・　・  ・  ・　・　・　・  ・　・資料6 (P 　)

8、各部会報告・予定
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14) 　

15)

以　上

2月   6日(日)　・  2月 20日(日) 　です。

3月   6日(日)　・  3月 20日(日) 　です。

防災部  (火災・救急状況(添付資料②(P　　))

防犯部  (泉区の治安情勢(添付資料③(P　　))

保健衛生部  (　　)

◎3月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (　　)

青年部  (　　)

その他  (2022年度の新組長・副組長の申請について[別途、各組長へ依頼]　)

◎2月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員  (　　)

福祉部

体育振興会  (　　)

副会長  (感染防止対策の徹底、不要不急の外出自粛の継続を！)

会計部  (第4期分[今年度最終]町内会費徴収)

総務部 世帯増減 (入会1 、退会0)  (資源回収　1月：\6,600)　

環境部  (　　)

子ども会育成会  (新規入会案内(添付資料①(P　　))、3/6歓送迎会[町内会館]開催予定)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

2



回  覧 　　2022年 3月6日(日)

2022年　3月組長会議 和泉東町内会長  安西　　香　

   2月末現在 世帯数  :  708 世帯

1、会長あいさつ
今年は例年になく北日本では大雪があり、寒い日が続いているため、

桜前線の話題が聞かれるのはう少し先になりそうです。

そんな中ですが、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、新型コロナ［変異ウィルス(オミクロン株)］感染対策として、

県内でも各所で3回目のワクチン接種が始まっています。

しかし、接種券が私たちに届くのは少し先になりそうな状況となっています。

その間、感染防止対策・不要不急の外出自粛を継続していただくよう、

引き続きお願い申し上げます。

2、2月の報告

1）2月12日(土)～13日(日)町内会館に倉庫新設(2基)　⇒「東町だより」に掲載

3、今月(3月) の予定

1）3月7日(月)～　2022年度総会準備［四役、役員、総務］

4、今後の予定

1）4月 3日(日)10:00～　組長会議（第1回新組長会議）

2）4月10日(日)10:00～　2022年度定期総会（議案書の書面決議）

3）4月17日(日)15:30～　臨時組長会議（議案書成立報告）

5、その他
1) 4月(新年度初回)の新組長会議は屋外で分散開催［項番6.の1)を参照］します。

　※併せて、正副ブロック長、家庭防災員を互選していただく予定です。

　（詳細は後日ご案内します。）

2) 2022年度定期総会は昨年同様、「書面決議」で実施する方向です。

　（詳細は後日ご案内します。）

3) 5月以降の組長会議も当分はテイクアウト方式※とします。(コロナの状況で変更あり

　※屋内での会合による組長会議については自粛させていただき、昨年度同様に

　　町会資料、広報等はテイクアウト方式（会館玄関先で配布)とします。

6、次回の会議日程
1) 4月度の組長会議 : 4月3日(日)10:00〜（予定）

　　  ＜1、2ブロック　：　10:00～10:30＞

　　  ＜3、4ブロック　：　10:30～11:00＞

　　  ＜5、6ブロック　：　11:00～11:30＞

2) 4月度の役員会議 ：3月27日(日)15:00〜16:00（予定）

　　  ＜3密を回避し、極力短時間で開催します。＞

　　  ※　役員会議は、組長会議の前月第4日曜日(四役会の後）に開催しています。

※各ブロックは開始時刻までに
集合をお願いします。
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裏面に続く　⇒

7、和泉中央連合自治会報告  

1) 放置自転車等保管場所の統廃合について・　・  ・　・　・　・  ・　 　 　     　 　 　   　資料1 (P 　)

2) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について・　・  ・　・　 　   　 　 　     　 　 　   　資料2 (P 　)

3) 令和4年民生委員・児童委員、及び主任児童委員候補者の推薦について　・  　 　 　   　 　 　     　 　 　   　資料3 (P 　)

4) ワクチンニュース第11号・  ・  ・　・　・　・  ・　・ 資料4 (P 　)

8、各部会報告・予定

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

以　上

3月   6日(日)　・  3月 20日(日) 　です。

4月   3日(日)　・  4月 17日(日) 　です。

 (　　)

子ども会育成会  (　　)

交通部  (　　)

文化部  (　　)

保健衛生部  (　　)

◎4月の資源集団回収は・・・

☆☆　アルミ缶はなるべくこの日に出していただくようお願いします！

 (　　)

青年部  (　　)

その他  (　　)

◎3月の資源集団回収は・・・

スポーツ推進委員  (　　)

福祉部

体育振興会  (　　)

環境部

防災部  (火災・救急状況(添付資料②(P　　))

防犯部  (泉区の治安情勢(添付資料③(P　　))

副会長  (感染防止対策の徹底、不要不急の外出自粛の継続を！)

会計部  (　　)

総務部 世帯増減 (入会2 、退会0)  (資源回収　2月：\8,680)　

2



3


	202104kumi
	組長会議

	202105kumi
	組長会議

	202106kumi
	組長会議

	202107kumi
	202108kumi
	202109kumi
	202110kumi
	202111kumi
	202112kumi
	組長会議

	202201kumi
	組長会議

	202202kumi
	202203kumi
	組長会議


