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富士見が丘連合自治会新会長挨拶
高田孝（下和泉住宅自治会長）
2022年度から会長に就任しました下和泉住宅自治芸の高田です。2020年から始まった新
型コロナウイルス感染症は、2022年もまだ続いており、皆様の暮らしにもいろいろな影響が
でていることと思います。
連合の主要行事として行っている連合まつり、どんど焼等も2年間実施できませんでした。
2022年度も新型コロナウイルス感染症の影響が続いていますが、
「3密を避ける」「体温測定」「マスクをつける」「換気を行う」等の対策を取りながら各自治会
町内会、各種委員の皆様と協力して連合として何ができるか、してい＜べきかを考えて会員
の皆様の暮らしの活性化を進めていきたいと考えています。

富士見が丘連合自治会前会長代行退任挨拶
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田口耕二（富士塚自治会前会長）
連合自治会会長代行を退任することになりました。 あわせて富士塚自治会会長も
退任いたします。この間、新型コロナウイルス禍で計画した活動が出来ず残念に思い
ます。
その中でも連合自治会、経営委員芸、社協、自治芸・町内芸の方々と縦横の連携を
して、高齢者の居場所作り、富士見が丘地区の福祉活動をPR出来たと思います。
連合自治会は少子高齢化など難しい課題がありますが、高田新会長を中心に若返っ
た新体制で、変化に対応した新たな連合自治芸運営に期待します。最後になりますが
ご協力いただいた自治町内会、地域ケアプラザ、地区センター、区役所ほか、多くの
皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
令和4年度富士見が丘連合自治会定時総会書面表決
（5月8日和泉第一町内会館）
本年度の総会は、昨年同様に書面表決として代議員
73名に書面表決書をご提出いただき、各自沿町内会
会長立ち会いで、1・2・3号議案とも賛成71名、棄権2名

で糞成多数で可決されました。
令和4年く2022年）度事業計画
通日主事業
富士見が丘連合まつり
10月16日（日）

ふれあい忘年会（社協と共催）
どんど焼き

新年祝賀会

12月4日（日）

1月15日（日）

1月21日（土ト

書面表決で令和3年度の会計報告と、4年度の収支予算が
承認されました。私事ですが、15年間会計担当として務めて
参りましたが、4年度から杉の木自治会長の片野義隆氏が後
任として担当することになりました。長い間ご協力をいただ
きありがとうございました。（会計高澤敏男・下和泉住宅）
◆令和3年度収支決算（円）

収 入
2，615，940

・青少年指導員活動

・スポーツ推進委員活動

・交通安全指導員活動

・環境事業推進委員活動

鳩生児童委員活動卜地区社協活動

・防犯指導員活動
・保健活動推進委員活動

支 出

繰越金

1，922，954

692，986

◆令和4年度収支予算（円）

収 入
3，031，966

支 出

予備費

2，586，000

舶5，966

自治町内会会長挨拶

（敬称略）

令和4年度の会長挨拶です。芋年度から陣屋自治芸長、富士塚自治芸長、赤坂自治会長が代わられました。
又、連合会長（八木勇喜）、連合会長代行（田口耕二）が退任し、連合会長に（高田孝）、連合会長代行に（志賀勝
美）が就任しました。新体制で臨みますので皆様のご協力をお願い申し上げます。

陣屋自治会
会長 深澤達人

日頃より大変お世話になっております。本年度より陣屋自l■」＼
治会長を務めさせていただきます深澤です。普段からなんと ∃
なく皆さんが感じている、やりづさや不満を改善し、なるべ
く良い状態をつくっていければと考えています。自治会役員
をはじめとして、地域の皆様一人一人のお力添えをいたださ
ながら、できる限りのことはしていきますので、ご意見があ
陣屋自治会館
れば遠慮なくいただければ幸いです。若輩者でまだまだ未熟
な点が多々あると思いますが、精一杯務めさせていただきます。∋までと変わらぬ
ご理解とご協力をいただけますように、どうぞよろしくお願い申し上げます。

富士塚自治会
会長渡達雪子

日ごとに若葉の木々が、嬉しいほどに鮮やかな色彩をおぴ
ています。さてこの度、富士塚自治会会長を仰せつかりまし
た、渡邁雪子です。毎日の生活の中で私たちはついつい便利
なものに頼りがちです。歩いて行ける所も車を使い、食べ物
も買ったので済ませたり］ミュニケーシ］ツもメールで済ませてしまっ

たりします。確かに便利なものを有効活用することは、大切
な事です。しかし、人とのかかわりまでも味気のないのは
富士塚自治会館
悲しいことです。自治会員の皆様が安心・安全に過ごせるように努力していさたいと思
っています。ただ、コロナ禍ということで難しいところです。皆様のご協力と応援をよろ
しくお願い致します。

元木町内会
会長野崎茂二

二期日の町内芸長を務めさせていただきます、野崎です。令
和4年度も感染防止対策のため、書面総会となりました。役員も
替わり、皆様とはなかなかお顔を合わせる事が出来ず、意思疎
通が出来ない状態ですが、4月から、ハマロード活動や南小学援
隊に参力0しております。町内ではパトロール隊の活動が始まって
おります。これからは、ラジオ体操やさわやか運動等予定してい
ます。また、町内会館の整備も進めて行きたいと思いますので、
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

下和泉住宅自治会

2020年から始まった新型コロナウイルス感染症は、2022年も

会長 高田 孝
（富士見が丘連合会長）

まだ続いています。下和泉住宅自治会の活動にも大きな影響を
与えていますが、事業のやり方をいろいろと考えて活動を進め
てきました。2022年度は、これまでの経験をベースに新しい活動
に向けてさらに推進していきます。特に2021年度は、防災計画検
討委員芸を設置し、下和泉住宅自治会としての対策を検討し大
きな骨子を決めました。2022年度は、さらに詳細部分を検討し、
下和
災害に対応できる自治会としていさたいと考えています。芸昌の皆様も「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！」をモットーに自治芸活動にご協

力いただければ幸いです。
和泉第一町内会

昨年度和泉第一町内芸の芸長になり2年目を迎えることになり
ました。昨年はコロナ禍のため思ったような活動が出来ませんで
会長 志賀勝美
（官主兄が丘蓮畠姦表代行）したが、享年度も三役、地区長、各部長、組長さんと協力して、無
理せずできる所から協力して活動したいと思います。連合会は
享年度会長代行の任命を受けて、連合会長のもとに住み良い町
づくりを考えて行きたいと思っております。はなはだ未熟者

和泉第一町内会館

ではございますガ、誠心誠意努めてまいりますので、皆様のご支援とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。最後にコロナ禍の日常生活では何かと不便−なことが多いと思
いますが、これからも感染防止に気を付けて健康に過ごしていきたいと思います。

杉の木自

昨年度につつきもう一年自治会長を務めることとなります

ハマロード

環状4号線
環境美化活動

会長片野義隆 片野義隆です。

（富士見が丘連合会計担当） 杉の木自治芸は37世帯と小さい自治会ですが長い長い歴史の

毎月第二日曜日

ある共同体です。昨年から新たに7世帯の方々を迎える事となり
ました。お蚕いを思いやり理解しあう仲の良い自治会でありたい
と願っております。
コロナ禍により何かと活動は制限されていますが、健康に留意
して、皆んなガ幸せに充実した日々が送ることができるような、
自治会運営を心掛けていきたいと考えています。

赤坂自治会

4月・5月・6月・10月
11月・12月・2月・3月

桜広場：9時集合
7月・9月
桜広場：8時30分集合

令利4年度赤坂自治芸会長に就任しました松島です。＋橿激闘繕紡績梯燕・…

会長松島康夫 はなはだ未熟者では」さいますが、選任されましたっ

9月（未定）

（富士見が丘連合文化体育部長）えは誠心誠意努めてまいる所存でございます。つきまし

ては何とぞ前任者同様、皆さまのご支援とご協力を賜り ますようお願い申し上げます。まだまだコロナ禍ではあ りますが、行事も少しつつ再開されると思います。まず は、皆様がコロナに掛からない、うつさない事が一番で すので、参加の際は感染対策をしっかりとお願い致しま

案山子コンテスト

10月16日

富ま東が丘連合まつり

11月3日

泉区ふれあいまつり

1月15日

どんど焼き（楼広場）

○

rHぎー1「

家庭防災貞代表
山村まゆみ

（赤坂自治会）

㊨防災啓発活動実施
㊨下和泉小学校
地域防災拠点防災訓練に参加
⑳中判田南小学校
地域防災拠点防災訓練に参加
㊨泉が丘中学校
地域防災拠点防災訓練に参加
⑳部会の実施
萱 会場等詳細は回覧します

会場等詳細は回覧します

6月12日
7月（未定）
8月22日

6月26日

区毒指全員研修会

グランドコルフ大芸＿

7月（未定）

わんぱくフェスティバル

（未定）

へ○ットがト肌ケ外を飛ばそう

わんぱくフェスティバル

Ⅳ一ドウオッチツグ＆ウオーキフグ

地域子供交流支援

10月2日

富士見が丘連合まつり

10月16日

富士見が丘連合まつり

泉区区民マラソン

11月 3日

泉区ふれあいまつり

11月3日

泉区ふれあいまつり

11月27日

グランドコルフ大会

12月10日

しめ縄＆リース作り

1月15日

どんど焼き（桜広場）

1月15日

どんど焼き（桜広場）

2月26日

グランドコルフ大会

2月4日

地域子供交流支援

9月10日
10月16日
11月（未定）

代表 吉田勝繁
（赤坂自治会）

グランドコルフ大会
代表 諏訪間真一
（赤坂自治会）

★泉区女性連結協議会への参加
★連合・下和泉地区センター行事手伝い

7月（未定）

わんぱくフェスティバル

⑳広報車による広報活動（年8回）
⑳春・秋交通安全防止運動
㊨県下一斉特別警戒八〇沌」し巡回

10月16日

㊨ATM警戒（年3回立場駅周辺
㊨安全・安心まうづくり活動（10月）

1月15日

どんど焼き（桜広場）

（未定）

餅つき大会（地区センター）

闇討潜あ東哀ふ元あ貢蓋うら行海嶺遊水地）

11月3日

富士見が丘連合まつり

泉区ふれあいまつり
部長 横内菊代
（下和泉住宅自治会）

委員長挨拶
異芸活動臥令和3年度をもって終了する事になりました。12年の長さ
に渡り、多くの皆様方にご協力を頂き、 活動じ若参りましたが終了する事となりました。あらためて皆
ありがとうございました。等まで実施してきた、ハマロザサボ
、、三世代交流事業、泉区地域協議芸活動等々の事業は、令和4
降、連合自治墓に継続しで実施して頂く事になっております。 等まで以上に皆様のご協力を
最後に、私事ではありますが、3月に81歳を迎え、体力的にも難しい状態となっ
動を縮小しぞ行きたいと思います。 にの地域に住んでいて良潜った」と思わ
る街つくりを念頭に
来る範囲で地域活動に協力していきたいと思いますので、宜しくお願い

◆泉区3R夢和ツへ〇一ツ活動

◆早朝啓発活動（年2回）
◆泉区全体研修会
◆施設見学
◆連合まつりでの分別についての啓蒙活動
ハマロードサポーター活動（毎月第二日曜日）
4月から環状4号線周辺の美化活動を経営委員会
から引継ぎ担当することになりました。

環境事業推進員部会（4月3日陣屋自治会館）

長い間ご協力有難うございました
ハマロード統括石井和美（元木町内会）

平成22年より、富士見が丘地区経営委員会の会計を担当し、平成
29年より4号線の美化活動、ハマロード・サポーターの代表を務めさ
せていただました。皆様方のご理解、ご協力のもと、そして大変大
勢の方の参加を頂き、心より感謝申し上げます。令和4年3月をもち
まして、ハマロード・サポーター富士見が丘地区経営委員芸は解散
します。令和4年度より、「ハマロード・サポーター富士見が丘連合自
治会」として一新スタート致します。活動内容は代わりません。∋後
とも皆様方のご協力、ご参加をお願い申し上げます。

副部長・嘉松千恵子 大神省吾 小林博之
（陣屋自治会）（和泉第一町内会）（赤坂自治会）

★自転車マトアげキャブへ〇一ツ

★夏休み1日交通安全スワール
★交通事故ゼロを目指す日街頭啓発活動
★交通事故防止対策
★区民ふれあいまつりの交通誘導
★飲酒運転根絶和ツへ0−ツ

★区民マラソン大会の交通誘導
★泉区駅伝大会の交通誘導

≡幸吉…至
赤坂橋交差点交通安全運動

4月6日〜15日′
7月11日〜20日
9丹21日〜革0日
12月11日〜20日

部長・石井和美
（元木町内会）

春の全国交通安全運動
夏の全国交通安全運動
秋の全国交通安全運動
年末の交通事故防止運動

環状4号線：赤坂橋〜下飯8駅付近（陣屋自治芸4月10日）

