令和 2 年 1 月 7 日

令和2年度二町自治会役員選考について

発行

二町自治会 11 月 30 日 現在
世帯数 814 戸

自治会総会資料 14 ページ、二町自治会役員選考規程第 6 条(候補の申出および取扱）に則り、

人

1 月 10 日から 20 日までの間、自治会三役の役員候補者の受付をいたします。候補に申し出る方は、

（男 1,023 人、女 1,063 人）

総会資料 15 ページ「二町自治会役員選考候補届」をコピーまたは切り取って記入し選考委員長の
3 班 田中國夫副自治会長に提出してください。

口 2,086 人

自治会館

自治会からのお知らせ

開館日：

ホームページ

火・木曜日

9:00～12:00

電話

077-583-7323

http://futamachitown.okoshi-yasu.com/
発行責任者

＜令和元年度自治会費未納の方へお願い＞

吉田泰三・広報部会

自治会費を未納の方は、次回徴収日が納付期限となります。忘れず、納付いただきますようよろしく

新年のご挨拶

お願いします。釣り銭のいらないようにご協力お願いします。
最終徴収日
場所

令和 2 年 2 月 2 日（日）午前 9 時から午前 11 時まで

自治会館

納付金額

月額 500 円（年額 6,000 円）

尚、当日ご都合の悪い方は、自治会館開放日（火･木 9～12 時）にも受け付けます。
＜安心・安全メールの利用促進について＞
守山市では、災害情報（洪水、避難等）や気象警報、行政情報
（光化学スモック、感染症、インフルエンザ、食中毒等）、地震情報（震度 4 以上）
防犯情報等で緊急かつ広域的な情報をご希望の方の携帯電話やパソコンにメール
配信しています。

t-moriyama@sg-m.jp

（1） 右の QR コードまたはメールアドレスから登録画面に進んでいただき、空メールを送信して
ください。
（2） 空メールを送信後、登録案内メールが届きます。承認いただくと、登録完了です。
（迷惑メール受信拒否やパソコンからのメール受信拒否等の設定をされている場合は、
「@sg-m.jp」のドメインからの受信を許可する設定にしておいてください。）

今後の行事予定
ＣＡＦＥふたまち 10:00～12:00
1／16 ･ ２／20 ･ ３／19（木）
親子ほっとステーション 10:00～11:30
1／23 ･ 2／27 ･ 3／26（木）
すこやかサロン

･･･2／1（土）

自治会費徴収日（最終）･･･2／2（日）
米券交換日

･･･3／1（日）

令和２年度自治会総会

･･･3／22（日）

かがやきクラブ「お誕生日会」

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は何かとお世話になり、厚く御礼申し上げます。
昨年は異常気象による豪雨や台風など、自然の猛威に驚かされた一年でした。
幸いにも我々の住む地域では、大きな災害も起こらず、新年を迎えられた事、
お喜び申し上げます。
これからも予期せぬ災害や家屋の破損、怪我等がございましたら、
班長あるいは自治会に、連絡のほどよろしくお願いします。
8 月の納涼祭では、暑いなかにもかかわらず、多くの住民の方に
来ていただき、大いに盛り上がり、事故もなく、自治会としても
大変喜んでおります。
自治会も年間を通じて色々と行事を行っておりますので、
多数のご参加のほど、よろしくお願い致します。
この一年間、自治会役員も皆様をはじめ、各種団体役員の
皆様には、大変ご協力いただきまして、誠にありがとう
ございました。引き続き宜しくお願いを致しまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。
二町自治会自治会長 吉田 泰三

11 月 4 日に「お誕生会」 『喜寿』おめでとうございます！
を開催し喜寿の方を 43
名の出席でお祝いしま
した。午前は「神楽家小
粋」さんの落語二題、昼
食会で懇談や抽選会で
景品ゲツト、長寿のお祝
いと親睦を深めました。

〈編集後記〉
明けましておめでとうございます。お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。
寒さが日々増していく折から、皆様くれぐれもお体にお気を付けください。
皆様に、二町自治会に、良い一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。
広報部会 編集担当（ 1 班古林・２班久保田・3 班吉岡・４班武田・5 班今井・６班白樫 ）

班常会の開催
下記の通り、班常会を開催します。班常会は、各班の来年度の自治会役員（協議員・班長・まちづく
り推進員・代議員等）を決定したり、自治会総会で要求する各班の意見・要望をまとめるなど、各班
にとって重要な会議です。多数のご参加をお願いします。
1班

２月 16 日（日）

午後 7 時から

自治会館

2班

２月 15 日（土）

午後 7 時から

自治会館

3班

２月 08 日（土）

午後 6 時から

自治会館（午後 6～7 時は人権学習）

4班

２月 09 日（日）

午後 6 時から

自治会館（午後 6～7 時は人権学習）

5班

２月 15 日（土）

午後 7 時から

集会場

6班

２月 16 日（日）

午前 9 時から

集会場（午前 9～10 時は人権学習）

詳しくは、各班の回覧等でご確認下さい。

すこやかサロン（芋パーティー）

相撲祭
10 月 13 日 大宝神社秋の相撲祭・子ども相撲大会は、台風 19 号の影響で中止となり、優勝候補の

11 月 9 日、第 2 回すこやかサロンが開催されました。今回は収穫したサツマイモを使って「サツマ

二町っ子はガッカリ、神事だけのお祭りとなりました。
「手作り化粧まわしコンクール」には 15 名が

イモパーティ」が行われました。総勢 100 名もの方にご参加いただき、大いに盛り上がりました。

参加し、最優秀賞 1 名、佳作 6 名が見事入賞されました。おめでとうございます！

メニューは焼き芋、大学芋、オイモンブランなど。ご飯やお味噌汁と一緒に、サツマイモづくしの料理
をおいしくいただきました。子どもから大人まで皆さん大満足のパーティとなりました。パーティの準
備や料理に従事していただいた皆さん、ありがとうございました。

秋の河川公園清掃
１１月１７日 秋の一斉清掃が行われました。有志の方々が事前処理を

親子ほっとステーション

してくださり、スムーズに終えることが出来ました。寒空の下、沢山の
11 月の親子ほっとステーションは「クリスマス会」でした。

ご参加ありがとうございました。きれいで住みやすい二町を、皆で大切

牛乳パックを使って、プレゼントを入れる籠を作りました。

にしていきたいですね。

そこへサンタさんとトナカイさんが、大きな袋にプレゼントを

ＣAFE ふたまち

いっぱい入れて登場です！どんなプレゼントが貰えたのでしょうか⁉

毎月第 3 木曜日、二町集会場にて開催されている CAFE ふたまち。
外の気温が下がるにつれて、CAFE ふたまちのメニューもほくほくと体が温まるものになって
きました。毎日寒いですが、美味しいものを食べて栄養をつけ、元気に冬を乗り切りましょう。

パソコンサークル
＜１０月＞

＜１１月＞

＜１2 月＞

・二町産新米のばら寿司

・鰹なまり節の生姜煮

・X マスのお菓子

・すまし汁・冬瓜の煮物

・酒粕たっぷり鮭の粕汁

・コーヒー

・コーヒー

・ごはん・コーヒー

歳末警戒夜回り実施
12 月 26 日（木）～30（月）の 5 日間、二町町自治会の自衛消防隊にて、
恒例の町内の歳末警戒夜回りを実施しました。空気が乾燥している季節です。
火の元には十分注意して、火の用心をよろしくお願いします。

チャリダークラブ

パソコンサークル恒
例の秋の撮影会に京

旧東海道を草津宿～
石部宿～三雲駅まで

都植物園に行きまし
た。暖かい晴れに恵ま
れ、いい写真が撮れま
した。自治会館内に展

40ｋｍをライドして
来ました。
女性の方に合わせて
距離等を企画し、無理

示しています。令和元

のないライドを実践

年度に新たに２名の
方がメンバーに加入。
興味ある方のメンバ
ーを募集中です。

しています。
今年は漁船タクシー
にも初めて乗船し感
激しました。

