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ひろばドリーム

令和３年度 新役員で自治会活動がスタート！

会

長

22 号棟 井上 のぶ子

初めての役員会を 4 月におこないました。
新役員さんが活発に発言され、今後活動するのが楽しみです。
住民のみなさまから議案書に対する御意見をお寄せいただい
ています。ありがとうございます。ハイツのことを考えて、議
案書を何度も読み返した上での貴重な御意見です。
「私たちの意見にありのままに答えて欲しい」
承知しました。どのように回答するか話し合っていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

令和 3 年度役員一同
会

Ａ 12 号棟 桜井 威

今年度、自治会の副会長 A をやらせていただくことになりました。
宜しくお願いします。
毎日、12 号棟のバルコニーに出ますと、子供連れの若い親子さ
ん達や多数の人達で公園が賑わっている光景を目にします。
「平和
だな」と感じます。この光景がずっと続き、又、このドリームハイ
ツの住人の方々が安全、安心に暮らせます様に、自治会の各幹事さ
んや、管理組合、防災隊の方々と協力し、微力ながら努力していき
たいと思っています。
一年間、宜しくお願いします。

B 8 号棟 鶴田 武三
はじめまして。ワクチン接種の予約がとれない今日ですが、私副
会長に任命された鶴田です。十年ほど前から耐震委員会の委員を
つとめております。研究所のレイアウト・機器設備の設計図を作
っていました。順番で自治会の役員を仰せつかって副会長に立候
補いたしました。よろしくお願いします。

C 10 号棟 土井 聡
自治会役員は今度で 3 回目になります。今年も残念ながら夏祭り
は中止となってしまいましたが来年は安心して活動できるよう、
地道な基盤作りの助けとなれるよう、頑張ります‼
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14 号棟 佐藤 光司

昨年度に引き続き、今年度も役員をお受けすることになりました。
毎日、不安な日が続きますが、みんなで励まし合いながら、頑張っ
ていきましょう。
微力ですがよろしくお願いします。

会

計

7 号棟

岡 洋輔

私は今まで自治会活動は棟長・防災担当を行った事はありますが
会計の経験は皆無です。
新役員会計担当決定の 3 月初めから 4 月の総会まで、週 1 回位
に自治会事務所に行き、随時発生する伝票の作成・整理、毎月の会
計の締め、銀行からの出し入れ、小口現金及び事務の方の人件費の
引き出し等、前任者から担当する業務内容をご指導頂きました。
皆様からお預かりした、お金の管理について重責を感じる次第で
す。
80 歳を過ぎた老体ですが微力ながら少しでも自治会のお役に
立てればと思っています。
昨年につづき今年も会計担当をして頂く相方（中部さん）及び事務
の方のお二人には色々お世話になる事と思いますが、よろしくお
願い致します。

広報部

部長 5 号棟 中村 いづみ

昨年は初めての自治会役員ということで、よくわからないまま 1
年が過ぎた気がします。今年は疑問を解消しながらお役に立てれ
ば、と考えています。

副部長

15 号棟 犬飼 由美

広報部長二年目の中村さんに教えていただきながら、他の役員の
方や事務の方達に聞き、初心者一年目、活動していきたいです。よ
ろしくお願いします。また、自治会活動をとおして、ドリームハイ
ツを、もっと知ることができ、たくさんの方と新しく知り合いにな
れる事が楽しみです。

皆さまの歩きやすい銀杏並木をめざして
クリエイト前銀杏並木で転ぶ、お年寄りのお話をよく伺います。
入院された方もいて心配でした。そこで役員で話し合い、道路
の凸凹を補修して頂く要望を横浜市に出すことにしました。
５月１６日（日）、市ドリームと定期協議会の後、市ドリーム会
長を交えて、県ハイツ三役でイチョウ並木の歩道を見廻りまし
た。歩道の危険箇所（盛り上がりやへこみ、ひび割れ等）のチェ
ック（主に県ハイツのエリア）と写真撮影をいたしました。
写真や地図にとりまとめ、横浜市の土木事務所あて、道路の
補修要望として提出いたします。

文化青少年部

部長 13 号棟 三塚 佳子

本年度 文化青少年部の部長を務めさせていただく三塚です。コ
ロナが流行している中、今までのような大きな活動はできません
が、昨年のようにハイツの皆様に喜んでいただける、活動のお手伝
いをさせていただきたいと思っています。よろしくお願いいたし
ます。

副部長

19 号棟

山下 サトミ

本年度、青少年部副部長を務めさせていただく事になりました。慣
れない事ばかりで、自分に何が出来るのか解りませんが、役員の皆
様と力を会わせて頑張って行きたいと思っています。一年間宜し
くお願い致します。

防犯交通部

部長

20 号棟

水嶋 勉

防犯パトロールや各組織、地域との連携を図り住民の皆様とより
安全・安心な環境を作って参りたいと考えております。初めての担
当で行き届かないところも出てくるとは思いますが、皆様のご協
力により精一杯取り組んで参ります。どうぞよろしくお願い致し
ます。

副部長

NEW!!

災害やイベントに備えている
自治会事務所の薬箱が
新しくなりました。
富士薬品の配置薬に変更し
たことで、期限切れや
品切れが無くなります。

6 号棟 土山 敏美

今年もコロナの感染拡大防止のため 5 月のパトロールが中止にな
りましたが、コロナのワクチンが打てるようになるので、今後は再
開できたらと思っています。よろしくお願いします。

環境衛生部

部長

２０２１自転車ステッカー

16 号棟 市丸 正代

相模原市出身、ドリームハイツ入居して丁度 10 年になりました。
映画好きですが、最近遠ざかって観れていません。
初めての役員で何も分りませんが頑張ります。よろしくお願いいた
します。

副部長

貼替のお願い
貼替がまだの方は至急！張替えてください。
不用の自転車は各自で処分をお願いします。

18 号棟 鈴木 あかね

今年度環境衛生部副部長に就任しました鈴木と申します。
慣れない業務や初めての事が多々あり、皆様にはご迷惑をおかけ
する事がたくさんあるかと思いますが、子育て中ママとして、違
った視点から気づける事などを業務に反映できるよう頑張りたい
と思いますので、宜しくお願い致します。

◆資源物売却報告

＜会計より＞

3 月（12 月回収資源物分)
品

種

発生量（kg）

厚生部

薬 箱

ダンボール

1,890

新聞

雑誌 ﾐﾙｸｶｰﾄﾝ

1,920 6,990

70

売却金
部長

21 号棟 佐藤 くに枝

本年度厚生部長を務めさせて頂く事になりました佐藤です。皆様
に助けていただきながら厚生部の活動を実現できるように頑張り
たいと思いますので宜しくお願い致します。

副部長

古布

アルミ缶

900

440

11,770

4,400

840

370

10,510

3,700

4 月（1 月回収資源物分）
発生量（kg）
売却金

1,560

1,800 5,860

80

11 号棟 工藤 了子

いつまでも続き、なかなか先が見えないコロナ禍の中で、
どのくらいの活動ができるのかは未知数ですが、初めての役員を
皆様に教えて頂きながら精一杯努めさせて頂きたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

編集後記
紫陽花が雨空を明るくしてくれます。今年も夏祭り中止（掲示板
ポスター）のお知らせから始まり残念です。これから１年間、ど
うぞよろしくお願いいたします。
＜広報部＞

