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（塚本 英史）

今年度はハプニングや色々なことがありました。あっという間に
1 年が過ぎようとしています。自治会長職としてほぼ 2 年経と
うとしていますが、まだ、道半ばのことが多いので、もう少し頑
張らせていただきます。皆さんのご理解、ご協力を宜しくお願い
致します。

副会長

（A 加藤 友明）

2019 年は亥年。
「猪突猛進」スピードが求められる年です。
県ドリームハイツ自治会は「安全、安心」を常日頃考えて行か
なければならないと考えます。平成 30 年度役員一同夏祭りを始
めとして全ての行事を無事終了しました。防犯カメラ設置につい
ては、かなり前進しましたが設置するところまでは至っていま
せん。そこで自治会は、管理組合と協力し合い早期解決できる
よう、より一層の努力が求められます。このことを新役員に託
して小生は退任致します。微力でしかならなかった１年間でし
たが、多少お役に立てたと自負致します。
（B 中村 宏道）
期末を迎えるにあたり
今期は期初早々から一身上の都合により 10 月まで半年近く休ま
せて頂かざるを得ない事態を招き、諸行事遂行にあたり、会長以
下役員の皆々様に多大なご迷惑をお掛けし大変申し訳なく思っ
ております。ただ役員の方々のご協力により諸行事が滞り無く執
り行われた事に感謝申し上げる一年でした。
また、多くの住民の皆様から、お見舞い、励ましのお言葉を賜り
ました事に、ここに書面を以って深くお礼申し上げます。
（C

村松 澪奈）

様々な行事に参加し、住民の方や外部の方と沢山の交流が出来ま
した。夏祭りでは、神輿や山車、会場準備など主催者側の立場と
して、関わりました。ドリームフェスタは、絵画や写真、手作り
の物などを提供してくださる方と、会場のレイアウトを考えた
り、抽選会の準備などとても楽しくやらせていただきました。今
までは自治会に関わることがほとんどありませんでしたが、ハイ
ツの中にある問題や様々な要望などがあることが分かりました。
自治会には今期限りの所属です。短い時間でしたが、楽しく務め
させていただきました。

事務局

（湶 陸郎・光藤 真帆・佐野 活史）

自治会役員として、直接携わったことで、多くの住民のみなさ
んと接し、貴重な体験をさせていただいたことに、お礼を申し
上げます。
新年度は、新たな方が事務局を担っていただきます。変革を求
められてる時代だからこそ、相互理解の精神を養い、我が地区
をよりよい方向へ導いてくださると確信しています。変革には
勇気がいりますが、ぜひ挑んでいただきたいと思います。

満開の河津桜

会 計

（笠原清一郎・角野 浩子）

初めての役員でしたが一年間無事に終える事が出来ほっと
一息です。慣れない事ばかりで会長をはじめ他役員さんのご
助言、そして事務局のお二人のお力添えを頂き感謝の一言に
つきます。会計担当を通して自治会活動の全体の流れや他の
役員さん達の活動、ご苦労を知る事ができました。今後は一
会員として協力出来る事をしていきたいと思います。

春の訓練（3 月 3 日）
平成 30 年度春季防災訓練は雨天の為訓練を縮小して行い
ました。①安否確認訓練、②ライフライン欠如訓練（電気、
水道、ガス、下水、電話）③災害対策本部設置訓練 ④安否
確認集計訓練等を行い、他の訓練は残念ながら出来ませんで
した。秋季防災訓練も台風の為実施されませんでした。しか
し災害はいつ起きるか解りません。常に適切な対応が出来る
よう心掛けておかなければなりません。

火災災害について

（副会長 A 加藤 友明）

事前に消火器等を用意し取扱いが出来るようにしておくこ
とが重要です。また、住宅用火災報知器（法令にて義務付
けられている）や消火器を設置し、初期消火活動が出来る
ようにしておくことが求められます。集合住宅では一部の
火災により多くの人が被災することになり兼ねません。一
般論では、火炎がカーテン等に燃え移ってしまった時は、
家庭用消火器では消火しきれないとされています。このよ
うな場合はいち早く外に逃げ、近隣住民に火事であること
を知らせます。
（非常ベルを鳴らし、窓や出口は施錠しない
で閉め、エレベーターは使用せず階段で避難する）そして、
近隣住民と協力し合い、119 番通報し安全に努めて消防隊
の到着を待ちます。防災通信Ｎo.30 を熟知して下さい。
7 号棟で起きた火災（2 月 18 日）は、電気ストーブが原
因でした。又、エレベーターに人が閉じ込められるとい
う事態が起きました。
最後に今回の火災で被害に遭われた方々へお見舞い申し上
げます
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防災隊、会員など 35 名及び消防署員 5 名を招いて
ＡＥＤ講習会を行いました。病人の発見から意識の
確認、救急への通報、用具の使用方法、心臓マッサ
ージの方法など、具体的に参加者全員に行き渡るように講習を受けました。
ちょっと勇気が要りますが、とても有効なことですね。
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厚生部

＜第４回幹事会報告＞
（芹澤 伸行・宮森 英治）

ハイツ住民の生活向上と、毎日が少しでも楽しく暮らしやすく
なる事を念じて、厚生部の仕事に精一杯努力してきました。振
り返って見ると、懸命に考えて行なった結果、いくつもの反省
点があるなど、思うように行かないことの方が多く、活動の難
しさを知らされました。しかし、多くの方々との出会いがあり、
行事を協力しながら成し遂げて行く喜びと、ハイツの皆様から
の声援を頂けた時、本当にやって良かったと感じられ、すばら
しい一年間でした。

環境衛生部

（佐藤 顕司・高原 由実）

環境衛生部として一年間務めさせて頂きました。今まで自治会
活動に積極的に参加した事はなく、ハイツの行事などがこれほ
どの労力が必要であり、役員、幹事、事務局の協力の上に成り
立っている事を知り、驚きました。ゴミ出しのルールや注意の
掲示をする事は殆ど出来ないなど、反省点はありますが、部員
の協力でゴミ集積所の美化に取り組む事が出来ました。ハイツ
の生活環境を良くするため住民一人一人がゴミ出しと分別のル
ールを守っていければと思います。

文化青少年部

（斎藤

皆様のご支援をお願い致します

寄稿 ちょっといい話
○ 菓子箱の帰還

（加賀美 努・西村ハナ子）

文化青少年部（以下：文青）部長を担当する事になり、積極的
に活動して下さった文青メンバーに恵まれ、楽しく活動が
出来ました。夏祭り（半天貸出、休憩所の運営）ドリームフェ
スタ（作品展）
）市ハイツ秋祭り（フランクフルト出店）等の催
しも、自治会の皆様の応援を受け、役目が果たせました。
新年度の役員の皆様、体調に気を付けて頑張って下さい。
私も一年間の経験を生かし、サポートするつもりです。

防犯交通部

３月２４日（金）に今年度最後の幹事会が開催されました。
２２号棟幹事が議長団で進行
（幹事総数８４名のうち、出席３９名、委任状３４名）
議事は１～３月の活動報告
・事務局、各専門部、会計、防災隊
2019 年度議案書確認
・30 年度活動報告、決算報告、会計監査報告
・2019 年度活動計画案、会計予算案の報告
・防犯カメラ設置検討に向けた「特別委員会の設立」
その他
・会費・自転車置場使用料の徴収方法の変更（口座振替）
に伴う「会計細則の改定」を上程しました。
質疑応答が行われ賛成多数で全て承認されました。
2 月に７号棟の火災で、被害を受けた方々を支援するため「見
舞金の協力」を提案し、皆さまの賛同を頂きました。
（事務局）
見舞金への協力依頼の封筒を回覧します

茂・池田 幸子）

毎月の役員会、防犯交通部としてのパトロール、夏祭り時の道
路使用許可の為に警察署に行ったり、市助成金でベストを買っ
たりと初めての事ばかりで一年が自治会で回った感あり、過ぎ
てみれば 30 数年住んでいるが、初めて会う方々との出会いが
出来て大変良い経験であったと感じました。

「あれ？あの箱どうしたっけ？」あわててその場に向かった
が、そこにはもうお金の入った菓子箱は無かった。
その日、グリーンクラブで収穫したミカンやユズの販売を行
い、私は会計担当者であった。９号棟前の洗い場で長靴を洗
い売上の入った箱をコンクリートの壁の上に置いたまま帰っ
てしまったのである。夕食後、やっと気がついたが、残念なが
ら管理組合に金の拾得物の届けは無いとのことだった。
翌日、事の顛末を息子に伝えると、
「それはひとまず警察に
届けなければ駄目だよ。
」と言われ、早速交番に届けを出した。
その後、戸塚警察署から連絡があった。発見者が警察に連絡
し、警察官がハイツに向かい、署に持ち帰って保管していた
という。お礼を伝えようにも、発見者の詳細は教えてもらえ
なかった。ハイツにも心ある人がいて、菓子箱が戻ってきた。
この世の中まだまだすてたもんじゃない。どなたかわからな
い発見者に感謝している。
（グリーンクラブ
東 正通）

粗大ごみの出し方にご注意
◆規則に沿ってゴミを出しましょう◆
平成 30 年年末に 22 号棟ゴミ集積所に耐火金庫が不法投棄さ
れました。これまでも各棟ゴミ集積所に粗大ごみシールの無い
物が放置される事がありますが、今回の物は資源循環局で処理
することが出来ない為、一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理
を依頼し、自治会費から 4320 円を支出しました。ゴミ出しル
ールや分別が分からない方は資源循環局か自治会事務所に問合
せをして下さい。ゴミ集積所の美化にご協力をおねがいします。
（環境衛生部長 佐藤）
★★★★★★★★★★★★

新任職員を紹介いたします
今まで勤務されていた、山田友江さんが３月をもって退職され
ます。2 ヶ月の研修を終えて、4 月より青山明美さんが着任し
ます。山田さんには長い間、事務局の業務に従事されたことに
感謝いたします。ありがとうございました。
ひと言 長い間役員の皆様始め、会員の皆様には大変お世話にな
りました。これからの皆様のご健康をお祈りいたします。
紙面をお借りしご挨拶とさせていただきます。
有難うございました。
（山田友江）

架空請求でよくある特徴は次の通りです（差出人は公的機関風の名称）
（登録料金や消費料金などの請求）（訴訟や強制執行をほのめかす内容を掲載）
（あわてて連絡させるよう短い期間を設定し、本人が直接、電話するよう指示）

資源物売却報告
1 月(12 月回収資源物分)
(単位：㎏・円)
ﾐﾙｸｶｰﾄﾝ
品 種 ダンボール 新聞 雑誌
古布 アルミ缶
発生量
5,620 2,710 3,950
120
740
280
売却金
27,711 15,400
2 月(1 月回収資源物分)
発生量
5,880 2,390 3,300
110
650
400
売却金
26,051 22,000

＝編集後記＝
月日の経つのは早いもので今年も桜の季節が巡ってきました。今
回で最後の発行となります。一年間、四苦八苦しながらなるべく
タイムリーな記事を心がけてまいりました。「とにかく忙しかっ
た」という感想の自治会活動でした。事務局始め、様々な方の協
力を得て何とかこなしてきました。
一年間ご愛読ありがとうございました。

広報部（池原 恭子・高橋 恵）

