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山中湖北岸より富士を望む

平成３1 年新春懇親会開催
明けましておめでとうございます。
昨年からの大規模修繕により、今年は多くの方が新しくきれい
になった環境で新年を迎えられたことでしょう。又、天気予報
よりも寒くなく、天候にも恵まれてよい新年でした。今年は干
支では己亥（つちのとイノシシ）の年で、同じ干支の 60 年前
には、今年退位される天皇陛下が皇太子時代のご成婚式があり
（ ました。感慨深く思います。己亥の年は易占によると、守りに
徹し準えるべしとありました。県ハイツは、区役所からの年齢
別人口データによると、65 歳以上の方が５３％もおられて、
急速に高齢化に向かって進んでいます。今のところは、むしろ
活発に活動される高齢者が多いようですが、手をこまねいてい
ると、そのうち所謂空洞化になる危険が予想されます。自治会
も今年は、今までにない何か別の取り組みを考え、新しい提案
を準備する時期が来たように感じます。まだ具体的内容がない
のが申し訳ありませんが、今後とも自治会活動に宜しくご協力
をお願い申し上げます。
（会長 塚本）

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
本年は亥年。「猪突猛進」スピードが求められる年です。
また、元号が変わる新しい年を迎える年でもあります。
県ドリームハイツにおいても大規模修繕が完了し、見違え
るほど美しくなりリフレッシュされ、より良い環境で気持
ちよく過ごせる様になります。このような状況下で、県ド
リームハイツ自治会は、
「安全・安心」を確保できるように
邁進してまいります。
当自治会は、原資を持ち合わせていません。従って費用を
費やす対応策は出来ません。
そこで自治会は、自助力にてできない事項について、県ド
リームハイツ管理組合の協力を仰ぎ、共に協力し合える関
係を構築できることを望みます。
今年も抱えている難題について管理組合と自治会が共に協
力し合い、早期解決できるよう会員皆様の、より一層のご
支援を賜りたくお願い申し上げます。
（副会長 A 加藤）

自治会・管理組合共催の新春懇親会が、1 月 5 日（土）午
前 11 時半より開催されました。
塚本自治会長の挨拶に続き、関管理組合理事長のご挨拶と
乾杯で始まりました。
60 余名の方々が一同に集い、自慢の喉を披露したり、大規
模修繕に関する話題などで、終始楽しく和やかなひととき
を過ごしました。
約 2 時間の歓談の後、皆様の
ご健康と一層のご活躍を願い、
一本締めで締めくくりました。
（広報部）

冬季合同パトロール
12 月 15 日（土）
、恒例の冬季合同パトロールが、県・市自
治会、県・市管理組合、横浜深谷台小学校、深谷中学校、青
少年指導員、スポーツ推進員、アークプラザ、俣野公園、戸
塚警察署を含む１４組織・団体の参加で実施されました。
パトロールに先立ち、戸塚警察署より「振り込み詐欺」に関
する防犯情報の提供が有りました。 天候に恵まれ（かなり寒
かったが）
、昼の部１５時から（64 名）、夜の部１９時から
（46 名）の２回に渡り、参加者が五つのエリア（夜の部は
四エリア）に分かれてパトロールを実施しました。
帰着後、各エリアの問題点を挙げ今後の検討課題としまし
た。最後に戸塚警察署よりコメントを戴き、当ハイツは非常
に良く管理されており、防犯上もかなり良い状態だと思う、
この状態を維持して戴きたいとの講評を戴きました。
解散時に参加者全員へ水と非常用備蓄おかゆを
支給しました。
次回の合同パトロールの予定は
2019 年 8 月吉日（土）を予定
しています
（防犯交通部 斎藤）
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第３回幹事会報告

新しい校歌

１２月２１日、第三回幹事会が開催されました。
会長挨拶のあと、自治会より事前に検討依頼した報告事項を
下記のとおり上程しました。
① 自治会費及び自転車置場使用料の徴収方法を、従来の集
金業務から年一回の口座振替（自動引き落とし）に変更
する。尚、口座振替は外部に委託するため、手数料
（￥１００）は利用者負担をお願いする。
② 防犯アンケートを１０月に実施し、防犯カメラ設置の要
望が高いことから、設置に向けて検討し、管理組合に要
望する。
③ 棟長・班長の職務を一部不文律であったことを改め、明
文化する。
引き続き、１０月から１２月までの自治会活動報告について、
事務局、各専門部より報告がありました。悪天候にもかかわ
らず、盛況だったドリームフェスタ、近隣の自治会などによ
る冬季合同パトロールなど、そして会計報告及び防災隊活動
報告が行われました。
本幹事会は、幹事総数８４名に対し、出席者３９名、委任状
３０名で定足数に達しており、質疑応答のあとすべての議事
内容について承認されました。
（事務局）

NPO 法人ふらっとステーション・ドリームは
こんなところです
ふらっとは、13 年前にドリームハイツ郵便局の隣の空き店
舗を借りて始まりました。
・オープン＝月～土曜 10 時～17 時(日曜は 12 時～)
・日替わりランチ＝日曜を除く毎日
・コーヒーやケーキ、季節の甘味料など
ランチを楽しみにほぼ毎日見える方、お稽古のグループで、
団体の会議で、友人とのおしゃべりに、一人で本を片手に、
散歩の帰りに、仕事の合間に…本当に様々な方がご利用下
さっています。健康維持、介護予防のため、趣味を広げる
ために、体操や音楽、折紙、栄養講座、料理等に参加され
る方も増えています。近くで、お琴、ジャズ、ピアノライブ、
などの生演奏を聴くこともできます。マイショップ、ギャ
ラリーを使って、どなたでも出品、展示、販売ができます。
「ぽぽら」という心の病や引きこもりの人達の居場所を開き
昨年 10 月からは、
「まちの保健室」で看護師さんが相談に
のってくださっています。年間 16000 人の方に利用いた
だいています。
どうぞ、どなたでもふらっとお立ち寄りください。
（代表 松本）

◎ ＡＥＤ講習会 <第 1 集会所にて>
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校章

横浜市立横浜深谷台小学校の校歌、校章のお披露目会が、平成
30 年 11 月 22 日（木）に執り行われました。
校歌は、全校児童が校歌に入れたい言葉や思いを考え、校歌策
定委員会が作詞し、作曲家の方が曲をつけて下さいました。校
章は、3 種類の桜と 3 つの校舎、トンネル門、光の星をイメ
ージして、デザイナーの方が作成して下さいました。
地域の方々に愛される校歌、校章になることでしょう。
（広報部）

横浜深谷台小学校校歌
作詞 校歌策定委員会
作曲 富澤 裕

１ 明るい太陽 青い空の下 元気にあいさつ かわす日々
仲良く 楽しい 仲間たち 笑顔いっぱい 輝いて
みんなの心を つなげていこう
2 緑あふれる この丘の上に 希望の光は ふりそそぐ
桜の木々に 見守られ 力いっぱい はばたいて
いきいき まっすぐ 伸びていこう
3 トンネルくぐれば すてきな友達 協力し合い 助け合う
踏み出す勇気と 強い絆 出会えた奇跡を 大切に
未来へ向かって 歩いていこう
夢の種が 大きく育つ 横浜深谷台小学校

私はだまされない！
架空請求ハガキは無視
しましょう
公的機関を装って「特別送達」ハガキが
届きます。
身に覚えのない請求は無視しましょう。
法務省などから、郵送されることはあり
ません。
ハガキに書いてある所などへは絶対に
連絡しないようにしましょう。
不安に感じる場合は警察（862-0110）や
消費者ホットライン （188）へ相談して下さい。

＝編集後記＝
節分とは、「季節の分かれ目」という意味があり、季節（立
春、立夏、立秋、立冬）が替わる前日のことを指します。
今年は 2 月 4 日（月）が立春であり、その前日 2 月 3 日（日）
が節分です。季節の分かれ目には邪気が入りやすいとされ、
「穀物の精霊が宿っている」とされる豆をまいて、邪気を払
うのだそうです。
また柊鰯（ヒイラギイワシ）を飾るのは魔除けのためです。
柊は尖ったもの、鰯は臭いものなので鬼が嫌が
るからです。
今年の恵方（運の良い方角）は東北東。
この方角に向かって恵方巻を丸かぶりします。
立春は一年で一番寒い日です。
皆様お体に気を付けてお過ごし下さい。
（広報部）

