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ま つ か ぜ
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2019 年度定期総会 行われる
第 44 回定期総会が 4 月 17 日 10 時から開催され、73 名の出席のもと、佐伯議長の司会によ
り、議案書の内容がすべて承認され、2019 年度の自治会運営がスタートしました。昨年度会長
の茂木さんが今年度も引き続き自治会を牽引してくださることになり、役員一同心強く感じてお
ります。
「ふるさと松風台」が住みやすく、活気ある街を目指しています。
総務書記

和田 行子

2019 年度松風台自治会役員
ニイハオ

今年も您
今年も您好！

会長 茂木 信男

去年簡単に引き受けた会長、一年振り返りますと忙しい日々と新しい経験ばかりでした。
なにより、多くの方々が自治会を支えていることがわかりました。
また、
「住み続ける」ということは日常様々な問題が起こり、さらに予想もされない出来事も
でてくる中で、私たちが「豊かに」
「安心して」暮らしていくために、自治会があるように思えて
きました。一人ではできなくても、みんなで力を合わせたり知恵を出し合って、松風台の人々が
暮らしやすくなることが大切だと思います。役員や班長の方々と共にがんばります！

後列左より

〔敬称略〕

会計Ⅰ

久保 千加子

会計Ⅱ

戸倉 しのぶ

文化広報部 若林 清美
会館運営部 猪爪 こずえ
防犯交通部 渡邊 明
体育部

岡本 なおみ

環境部
土田 嘉子
前列左より
〔敬称略〕
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事務局長

岡野 正之

副会長Ⅰ

那須 嗣夫

会長

茂木 信男

副会長Ⅱ

富岡 真弓

総務書記

和田 行子

監事

五味 雅彦

みなさん、
みなさん、ぜひご参加
ぜひご参加を
参加を！
★ 松の実会
松の実会は、発足以来２６年目を迎えた実績のあるミニディサービスです。
人生 100 年時代、人生を謳歌するためには認知症にならない工夫が必要です。松の実会は、
地域の人々とコミュニケーションをとれる楽しい会です。ぜひご参加をお待ちしております。
開催日時：毎月第３水曜日 1０時～１3 時

費用：５００円〔お弁当代〕
松の実会代表 有元 佳子

★ 松風台子育てサロン
松風台子育てサロン まつぼっくり
子育て中のお母様方のお手伝いができればと思い、サロンを立ち上げ８年目に入りました。
その間、お会いした子供たちの幅広い成長の過程を垣間見られることは、嬉しい限りでございま
す。是非一度、お子様と遊びにお出かけ下さいませ。スタッフ一同、お待ち申し上げております。
開催日時：毎月第１・３火曜日 １０時～１２時
参加費：１回 ５０円〔保険費〕
子育てサロン まつぼっくり代表 馬瀬 ェ刀子

★みんなで唄
みんなで唄おう踊
おう踊ろう“
ろう“ここはふるさと「
ここはふるさと「松風台音頭」
松風台音頭」”
この松風台オリジナルの盆踊り唄は、昨年住民有志の皆さんの街力で創作完成しました。
松風台に住む皆さんの共有財産を子から孫へ唄い踊り繋いで行けますよう、自治会長を「松風
台音頭保存会」会長として、令和の年の幕開けと共に育む一歩を踏み出したいと思っています。
「松風台音頭保存会」事務局 亀井 瑞世

松松松松 風風風風 台台台台 音音音音 頭頭頭頭
作詞
作曲
振付
「「「「
松風台音頭」」」」をををを創創創創 るるるる会会会会
三原 勇廣
木木木木 ノノノノ花雪鳳

１１１１ ハァー ア ァー さ ぁさ 踊踊踊踊ろよ 松風台音頭 ハハハハ ヨーイトナ
ここは湘南 住住住住 みよ いと ころ
緑豊 かな 街並 みと ハー ヨーイ ヨーイ
人情 こぼ れる 人人人人 のののの輪輪輪輪がががが
声声声声をかけあう あたたかさ
ここはふるさと 松風台 ハー ヨーイ ヨーイ ヨーイトナ

２２２２ ハァー ア ァー さ ぁさ 踊踊踊踊ろよ 松風台音頭 ハハハハ ヨーイトナ
こども神輿がががが 繰繰繰繰 りりりり出出出出せば
夏夏夏夏 のののの祭祭祭祭 り の はじまりだ ハハハハーーーー ヨーイ ヨーイ
老老老老 いも若若若若きも にぎや かに
太鼓 たた いて 踊踊踊踊ろうよ
ここはふるさと 松風台 ハー ヨーイ ヨーイ ヨーイトナ

３３３３ ハァー ア ァー さ ぁさ 踊踊踊踊ろよ 松風台音頭 ハハハハ ヨーイトナ
富士 のののの見見見見え る 公園 でででで
地域をををを越越越越えた ふれあ いの ハー ヨーイ ヨーイ
笑顔あふれる ふるさとは
明 日 への力力力力がががが 湧湧湧湧くと ころ
ここはふるさと 松風台 ハー ヨーイ ヨーイ ヨーイトナ
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自治会のホームページは、
「松風台自治会」で検索、または右下ＱＲコードでご覧いただ
けます。自治会の活動内容や、地域のイベント、市内の生活情報などへのリンク集もあり、
大変便利ですので、是非ご活用ください。
どんなサークル
があるのかしら？
があるのかしら？

イベントの写真
イベントの写真を
写真を

見落とした
回覧」
」
見落とした「
とした「回覧

見てみよう！
てみよう！

を確認したい
確認したい

転入・
転入・転出会員、
転出会員、訃報 〔 2019 年 3 月から 4 月末現在 〕

※ 敬称は略

編 集 後 記

みんなで参加
みんなで参加しよう
参加しよう！
しよう！やってみよう！
やってみよう！

今回の「まつかぜ」の編集につきま
「ふれあいカレンダー」を４月より発行してい
ます。自治会館での活動や三つの公園の草取り
や栽培、バス停花壇での水やりなどを紹介して
いきます。
それだけでなく、カレンダーを見て「これ、
やってみようかな？」と、地域の方々にも参加
してもらえるよう発信していきます。
また、載せてほしい記事やメッセージも
お待ちしています。
会長 茂木 信男

4

しては、近年の効率化の努力をもとに
「多くの方に見て頂ける広報誌」を目
指し、皆様の声に耳を傾けながら進め
てまいりました。
今後もご意見、ご感想などをお寄せ
頂きたいと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
[文化広報部]
若林・井嶋・佐藤・横山

