平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（3 月）
１．日

時

平成 18 年３月４日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～20:30

欠席：金井(副会長)･佐々木(広報部長) ･黒川(２組)
松本(３組)･横山(７組) ･南谷(７組)・前田(14 組)

以下の各項目について 担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「自治会定例会議事録（２月）」
（２）訃報について（佐藤会長）
通夜・告別式へ参加
９組３名・７組１名・１１組１名・１２組１名の方が亡くなる。
今年度は亡くなった方が多く、通夜・告別式へ自治会として出席させて頂いている。
今後もそのような方向で考えていますので、皆様方のご協力をお願い致します。
（３）今年度の反省（佐藤会長）
アンケートから（組長）本部としての考えについて
① 本部役員として残って、地域の皆様へお手伝いしたいという方が少なかったことは残念です。
② 各種行事のマニュアルがなく、どうやったらよいのかわからないのは困ります。
本部役員も年１度の行事で、毎年組長さんが交代している中でのマニュアルは、意見としては
分かりますが、どのようにつくったらよいのかわからないのが現状です。
（毎回配布される資料をまとめてファイルすることでマニュアル化することも一案である）
③ 紙の配布が多いとの指摘がありました。
言葉で言っただけでは伝えられないものもあり、今後も紙の配布による伝達をしていきたい。
但し、新年度より配布資料の減少に努める。
④ 反省会の機会が多いのではとの指摘がありました。
（総会資料を見て頂ければわかるように、自治会の会費で行っているのではありません。）
コミュニケーションの場として、本音で語る場として、今後とも自治会会費を使わないで自腹
での飲み会を続けていきたいと思います。
（４）総会について（佐藤会長）
① 総会資料作りを行っております。一部の部長より訂正が来ましたが、他の部長さんからは来て
ないのですがいかがですか。

他の部

訂正なしを確認

② 新組長の届け出は本日締め切りです。
本日届けでのない組については、現在の組長が留任することになります。
③ 総会の役割分担
議長・資格審査委員長については、例年通り現在の組長さんから選出します。
・議長

相山(１組)

・資格審査委員長
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野口(11 組)

総会までの日程・内容確認
（５）新役員の選出について（佐藤会長）
新組長さんより新役員選出

3 月５日(日)

本部役員・役員選考委員・新組長

19:30 から

出席

（６）清新地区交通安全街頭啓発活動の届け出について（佐藤会長）
防犯部長へ依頼
（７）地域清掃活動について
３月１９日実施予定の清掃活動を 3 月５日(日)に変更
その際、日金工よりいただいたテント（５張り）の確認作業あり
（８）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
○ 広報「わがまち小山」3 月号を発行する予定です。
各部長さんは、原稿を提出してください。
組長さん「一年間を振り返り」原稿募集
○ 「ブログ

わがまち小山」への参加者募集

体育部：（大塚部長）
○

なし

文化部：（加藤部長）
○ なし
防犯部：（石塚部長）
4 月５日

○

清新公民館

清新地区交通安全街頭啓発活動
９時集合

小山小学校

入学式

石塚・藤村(２組)出席

○ 来年度計画と予算等の要望事項がありましたら連絡ください。
青婦部：（木原部長）
○ 3 月２４日

愛のパトロール

清新公民館

7 時 30 分

環境部：（山本部長）
○

清掃２月５日(日)

公園などに犬の糞がよくある。

○ 次回の清掃出席確認

３月５日(日)

総会前自治会館・公園等大掃除

8:30

自治会館集合

全員参加

福祉部：（石母田部長）
○ お花畑の会での畑について
選考委員
退任予定の本部役員には立候補者・推薦等なし
尚、未決定本部役員については、新組長より推薦する予定です。
（９）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料①「小山二丁目自治会定例会議事録（２月）」
（10）副会長：（武田）
○ 不審者への対応
茶髪

１７０ｃｍ

くつは白

エレベータに同乗し、露出
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（13 組）

小学生に写真をとってくれと頼まれる。ショック
○ お花畑の会へのいたずらメールがありました。
○ 自治会ホームページ掲示板への多量の不法投稿がありました。
○ 総会後、各組引継ぎ後懇親会があります。

以上
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平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（2 月）
１．日

時

平成 18 年２月４日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～20:15

欠席：佐々木(広報部長) ･黒川(2 組)･松本(3 組)
横山(7 組)･笠原(9 組) ･前田(14 組)

以下の各項目について 担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「近隣の皆様へ

外構(道路)工事のお知らせ」

②「自治会総会に関連する日程・内容」
③「自治会総会」資料（原案）
④「定期総会開催のご案内」（組長のみ）
⑤「小山二丁目自治会総会出欠確認表（組別）」（組長

責任者のみ）

⑥「小山二丁目自治会総会出欠表」
⑦「自治会定例会議事録（1 月）」
（２）訃報の連絡（佐藤会長）
１月２９日
２月５日

１１組（大村さん）
９組（傍嶋さん）が逝去されました。

（３）自治会功労者（3 名まで）の推薦（佐藤会長）
自治連総会（４／１５）にて表彰される。
広報部長（佐々木さん）・少年野球監督（14 組:阿部さん）・福祉協力員（１２組:加藤さん）
尚、今年度退任予定の金井副会長には小山二丁目自治会より記念品贈呈
（４）コーナンホームセンター外構（歩道）工事について（佐藤会長）
資料①「近隣の皆様へ

外構(道路)工事のお知らせ」

完成が遅れているのは、自治会より次の要望を受け入れたためであり是非協力して欲しい。
① 歩行者の安全を図るため歩道の設置
② 日照権確保するため建物の一部削減（５階→４階・４階→３階）
③ 国道１６号線の専用レーンの設置及び右折信号
（５）自治会・コーナンとの地域協定書(案)について（佐藤会長）
１０月定例会において地域協定書（案）を既に提示しています。
小山二丁目自治会への説明会【７月１０日(日)】
大規模小売店舗立地法に基づく説明会
【１２月１７日(土)１５時～・１９時～および１８日(日)１０時～】
これらの説明会に出された意見を取り入れる。その際、小山二丁目より要望として出された、右
折信号の設置に関する項目を追加した協定書(案)を小山二丁目としての最終案として他自治会との
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すり合わせることに、今回の定例会にて了承された。尚、その後、コーナンへ地域自治会案とし
て提示し、それに基づきコーナンでは検討した結果を再度自治会へ提示される予定。
（６）自治会総会に関連する日程説明（佐藤会長）
資料②「自治会総会に関連する日程・内容」
・ 「日程・内容」説明および確認
・ 大会議長、資格審査委員長の決定については、次回定例会にて決定する。
・ 大会議事録署名人については、原案通り了解された。
（７）総会資料の手直し要請（佐藤会長）
資料③「自治会総会」資料（原案）
※ 来年度事業計画については、今年度の活動を維持して下さい。
（簡易保険の手数料および自治会会員減等により収入は減少するが）
（８）総会出欠者確認方法（佐藤会長）
資料④「定期総会開催のご案内」（組長のみ）
資料⑤「小山二丁目自治会総会出欠確認表（組別）」
資料⑥「小山二丁目自治会総会出欠表」
1.

各組の実情に応じて、出欠の確認方法が異なります。【案内状（定期総会開催のご案内）】

2.

出席数・委任状・欠席の確認方法【総会出欠確認表(組別)】

3.

委任状の書き方

（９）選考委員長：木原さんより報告
副会長候補：笠原さんは承諾してくれた。未決定は、広報部長、会計、青婦人部長の 3 人です。
自薦、他薦協力お願いします。
（10）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
広報「わがまち小山」(1 月 21 日付け)の配布ありがとうございました。

○

引き続き「わがまち小山」の原稿の募集をお願いします。
○ 「ブログ

わがまち小山」への参加者募集

体育部：（大塚部長）
なし
文化部：（加藤部長）
○ 「もちつき大会」ご苦労様でした。
防犯部：（石塚部長）
○ 救命講習会参加ご苦労様でした。（自治会より多数の参加ありがとうございました。）
○ 【自主防災支援部員（仮称）・”小山二ふれあい
○ 「防災センター」のマニュアルづくり
青婦部：（木原部長）
1 月 15 日(日)

○ もちつき大会
○ 子どもデー

1 月 22 日(日)

お疲れ様でした。

がありました。

環境部：（山本部長）
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ネットワーク”支援者】の募集

○清掃 1 月８日(日)
○次回の清掃出席確認

みどり公園
２月５日(日)

砂が凍っていて大変です。
8:30

集合

みどり公園

福祉部：（石母田部長）
○ ボーリング招待券
アンケートから
以前は世帯数の２倍配布

８００枚ぐらいに変更

小原自治会へ６００から７００枚配布
○ お花畑の会
市民農園の利用が終了。
４月から利用できる市民農園利用者募集に応募します。
3 から４区画の畑を希望

市へ申し込み(１０通以上)

3 月中旬決定

○ 将棋・碁・ジョギングの各クラブについて、継続してサポートする予定
（11）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料②「小山二丁目自治会定例会議事録（1 月）」
（12）副会長：（武田）
○ 役員選考について
３／５（日）次期組長さんに集まってもらい、現在未決定の次期本部役員を決めるので、
次期組長さんへ案内文書を渡して欲しい。
○ アンケート回収（自治会活動に関するアンケート）
各組長さんは、必ず次回定例会までに提出して下さい。
以
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上

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（1 月）
１．日

時

平成 18 年１月７日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～20:30

欠席：佐々木(広報部長) ･黒川(2 組)･横山(7 組)

以下の各項目について 担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「小山二丁目自治会よりの要望について」
②「（仮称）花火観賞の夕べ」について
③「餅つき大会に準備する備品」
④「餅つき大会買い物一覧表」
⑤「自治会活動に関するアンケート」
⑥「小山二丁目の災害体制について」
⑦「H17(2005)年防災訓練実施の報告」
⑧「反省会でのメモ」
⑨「防犯部より各種募集の御案内」
⑩「年末（歳末）パトロール結果報告」
⑪「自治会定例会議事録（12 月）」
（２）新年の挨拶（佐藤会長）
【挨拶内容】
補助金（簡易保険の回収手数料廃止：約３０万円）・会費（会員数減少）も減って行く中での、
運営しざるをえない来期の厳しい自治会運営を話された。
（３）基地の強化・恒久化反対のはがき活動の状況（佐藤会長）
組長より人数確認

→

ハガキ投函：約２０名

（４）年末年始パトロール・地域清掃の実施（佐藤会長）
１２月２4・２５日

20 時より実施、ご苦労様でした。

防犯部よりの報告書を参考にして、パトロール活動結果報告書を本部(清新自治連)へ提出済み。
（５）「(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店」について（佐藤会長）
・ 小山三丁目交差点「国道１６号線」右折信号機について
「自治会ブログに掲載」
国道１６号線：小山３丁目交差点の信号機に、横浜方面よりの車が「コーナン相模原小山店」東
側入り口より入り易いように右折信号を付加する要望がコーナン側と小山二丁目地域住民との話
し合いにて出されました。早速、コーナンより県警へ話しをしていただきました。県警としては、
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信号機の付加には地域住民全体の要望であるとの確かな文書が必要との回答があり、現在検討中
の地域協定書へ盛り込むことになりました。
右折信号に反対の人または、その他本件に対する異論のある方は、ご意見をお聞かせください。
以上
・１２月１０日

生活環境「プライバシーの保護」「自動車のヘッドライト等からの光防止対策」

について現地調査

(本部・６および７組より代表者出席)

→

要望を伝える。

・現地調査時の出席者より出された要望「（仮称）花火観賞の夕べ」について
【参考資料】次回定例会にて、意見・要望を聞きます。
資料①「小山二丁目自治会よりの要望について」
資料②「（仮称）花火観賞の夕べ」について（田名の花火大会を鑑賞する）
（６）自治会規約に基づき役員選考委員会発足（5～６名）（佐藤会長）
本日会議の最後に、ブロック別に分けた組長さんの中より選出します。
尚、今期で退任予定の本部役員が後日選考委員へ追加されます。
（７）資料③「餅つき大会に準備する備品」
資料④「餅つき大会買い物一覧表」について（佐藤会長）
餅つき大会（1 月 15 日）
・買い物・準備する備品および担当者の確認
・当日の役割分担など（加藤文化部長）
・育成会との打ち合わせ事項（木原青婦部長）
・ふれあいネットワーク参加
（８）資料⑤「自治会活動に関するアンケート」について
次回の定例会議（２月４日）に各組長さんは会長へ提出
（９）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
○広報「わがまち小山」の原稿募集
○「ブログ

わがまち小山」への参加募集

体育部：（大塚部長）
○ビーチボール大会

12 月 18 日(日)

都合により不参加
文化部：（加藤部長）
○ 餅つき大会について
・役割分担
安全指導

石塚・笠原

子供の整理

育成会；２名

蒸し係

高山・阿部・金津・有福

餅つき係

金井・大塚・麻生・黒川・手塚・加藤

餅からめ係

前田・笹崎・藤村・野口・木原・南谷・育成会；２名

男の料理係

武田・山本・荻原（石塚・笠原）
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本部

佐藤・荻原

尚、人数が足りないので、会長より協力員を要請する。
・前日準備

10 時

自治会館集合

買い物

金井・笹崎・佐藤・武田

米とぎ

金井・笹崎・金津

・当日

8時

自治会館集合

防犯部：（石塚部長）
○ 資料⑥「小山二丁目の災害体制について」
○ 資料⑦「H17(2005)年防災訓練実施の報告」について
○ 資料⑧「反省会でのメモ」
○ 資料⑨「防犯部より各種募集の御案内」
・自主災害支援部員（仮称）の募集
・救命講習会参加募集
・ ふれあいネットワーク支援者の募集
○資料⑩「年末（歳末）パトロール結果報告」
青婦部：（木原部長）
1 月 15 日(日)

○ もちつき大会
○ 子どもデー

育成会から４名参加

1 月 22 日(日)

環境部：（山本部長）
○清掃 12 月 4 日(日)

分別ゴミ回収ができるように、カゴに表示したところ効果があったようで
カゴごとにゴミが分別されていた。

○年末公園清掃および町内清掃

12 月 25 日(日)

みどり公園排水溝に砂が詰まっていて、排水溝の意味がなくなっている。→連絡済み
○次回の清掃出席確認

1 月８日(日)

8:30

集合

みどり公園

朝の挨拶を積極的に交わしましょう。
福祉部：（石母田部長）
○ウォーキングについて

朝昼夜により、健康面でのそれぞれに効果あり

○「ボーリングご招待券」配布

（10）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料②「小山二丁目自治会定例会議事録（12 月）」
（11）役員選考委員の選出
役員選考委員（やり手がなく、ジャンケンにて選考している。）
麻生（１組）・小清水（5 組）・阿部（9 組）・○木原（11 組）・有福（14 組）
尚、選考委員の話し合いの中で、選考委員長には、木原さんが選任された。
以
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上

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（12 月）
１．日

時

平成 17 年１２月３日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

18：00～19:00

欠席：佐々木(広報部長)･松本(3 組)･南谷(7 組)･菅野(14 組)

以下の各項目について 担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「年末パトロール」実施の件
②「小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）」
（２）「小山発未来行きまつり」(小山小学校)について（佐藤会長）
模擬店ご苦労様でした。ＰＴＡ並びに、育成会より感謝の言葉がありました。
（３）「防犯に集い」について（佐藤会長）
11 月 22 日(火)19 時 30 分～

参加された方々のご協力ありがとうございます。

（４）資料①「年末パトロール」実施の件について（佐藤会長）
12 月 24 日・25 日 20 時より実施
２班に分かれて実施したいと思います。なお、詳細については、防犯部より説明します。
当日は夜間であり寒いので、温かい服装で参加してください。
（５）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
○広報「わがまち小山」の原稿募集
○ 「ブログ わがまち小山」への参加募集案内および「2005 年小山二丁目自治会の１０大ニュース」
への書き込み依頼
体育部：（大塚部長）
○ビーチボール大会

12 月 18 日(日)

市民体育祭ビーチボールの部の清新公民館区の代表チームとなりました。
「このようなことをやりたいのですが？」というような要望がありましたら、15 日ぐらいまでに大塚
へご連絡ください。
文化部：（加藤部長）
○ 文化祭ご苦労様でした
防犯部：（石塚部長）
○ 防災訓練

ありがとうございました。
1/1

【訓練内容見直し】
・恒久的なものにするために組織および強化対策を検討中です。
・救急救命訓練等も必要なのかと考える。
○1 月 29 日(日)救命訓練講習会を北消防署で実施します。参加希望者は石塚までご連絡ください。
○ 「防犯の集い」が 11 月 22 日(火)に参加した講座内容の報告
・昨今の新聞紙上の報道にもあるように、登下校の子どもたちが心配である。
・登下校については、一人ではだめ必ず複数で、光と音を活用するとよい様である。
・どんぐり公園にて盗撮あり、小学校で全校指導有り。
○ 防犯灯

6 本修理

○ 防犯パトロール
12 月 24･25 日

8 時から９時ごろまで実施します。

１班を 2 つに分けて、パトロールする予定（内容については、当日説明します）
各自懐中電灯・手袋を忘れないようにして下さい。
青婦部：（木原部長）
○ 「平成 17 年度有害看板類撤去活動」ご苦労様でした。
○ 1 月 22 日(日)

子どもデーがあります。

○ 1 月 15 日(日)

もちつき大会があります。

環境部：（山本部長）
○ 次回の清掃出席確認

12 月 4 日(日)

○ 年末公園清掃および町内清掃

8:30

集合

12 月 25 日(日)

みどり公園

全員参加

8:30

自治会館

役割分担については、当日決定します。
○さざんか公園付近のベンチ周辺に「猫への餌つけ」を見かけたら注意して下さい。
対策として、掲示物等で注意を促したいと考えています。
○不審者等
南橋本ガード下：不審者発見、小原公園：不審者発見、小原公園：林の中で焚き火
福祉部：（石母田部長）
○共同募金・年末助け合い
１９３４００円
○アンケート「ボーリングご招待券無償配布について」未提出の組長さんは早めにご提出ください。
○ 「健康

ウォーキングマップ」相模原市健康づくり普及員連絡会発行冊子より、「ウォーキング方

法」の細かい説明有り。
（６）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料②「小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）」
以
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上

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）
１．日

時

平成 17 年１１月５日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

19：30～20:10

３．出 席 者

別紙出席簿参照

欠席：佐々木(広報部長)･大塚(体育部長)･

４．進

行

武田副会長

石塚(防犯部長)･相山(1 組)･松本(3 組)･

５．書

記

荻原

横山(7 組)･阿部(9 組)･笠原(9 組)･

６．内

容

菅野(14 組)･前田(14 組)

以下の各項目について 担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「基地強化反対・早期反対を！

緊急市民集会」

②「お祭り当日のスケジュール」（小山小学校「小山発未来行きまつり」）
③「小山二丁目自治会忘年会」のご案内
④「ご案内とお願い」（広報部）
⑤「ボーリングご招待券無償配布についてのアンケート」（福祉部）
⑥「小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）」
（２）防災訓練について（佐藤会長）
防災訓練という意味から考えても役員全員の参加を望んでいたが、一部無断
欠席者があり残念であった。もっと積極的に参加して欲しかった。
（３）赤い羽根共同募金運動への協力要請（佐藤会長）
募金集金日ですので、石母田福祉部長へ提出して下さい。
（４）有害看板類撤去活動の実施について（佐藤会長）
１１月２３日（水）

午前１０時～１２時

（担当:青婦部）

（５）「防犯の集い」への参加要請について（佐藤会長）
１１月２２日（火）

午後

７時３０分～

（６）資料①「基地強化反対・早期返還を！
１１月１３日（日）

要請５名（担当:防犯部）

緊急市民集会」（佐藤会長）

午前１０時３０分～１２時

参加者：山本・荻原・武田・金井・佐藤・高山・石母田・石塚
（７）資料②「お祭り当日のスケジュール」（「小山発未来行きまつり」）（佐藤会長）
○開催日：11 月 19 日

６：３０自治会館集合(男性のみ)

○模擬店役割分担確認
たこ焼き

○会長・大塚・山本・石塚・黒川・笹崎・木原・今野・南谷

かき氷

○石母田・麻生・相山・手塚・笠原

磯辺焼

○金井・藤村・野口・金津・阿部・有福・加藤・高山

○責任者

（８）資料③「小山二丁目自治会忘年会」のご案内について（佐藤会長）
12 月３日（土）定例会 18 時からとなり、終了後忘年会（19 時 30 分ごろの予定）
当日欠席する人は会長へ連絡してください。連絡がない者は出席とする。
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（９）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
資料④「ご案内とお願い」を回覧して下さい。
内容は、○広報「わがまち小山」および自治会ホームページへの情報・意見などの募集
○「ブログ

わがまち小山」への参加募集案内

体育部：（代理山本）
○ グランドゴルフ

10 月２２日(土)
10 月 30 日(日)

○ ビーチボール大会
結果

清新小学校

男子部

Ａチーム準優勝

女子部

三位

ご苦労様でした。

清新小学校

ご苦労様でした。

Ｂチーム優勝

男子チームは、12 月 18 日に開催される市民体育祭ビーチボールの部の清新公民館区の代表チームと
なりました。（11 月２６日メンバー表提出）
文化部：（加藤部長）
○ 文化祭（１１月５･６日）公民館にて開催されています。
防犯部：（石塚部長）
欠席
青婦部：（木原部長）
○ 「ねぶたカーニバル」にてハッピの着用を求められ、育成会用として準備したハッピを自治会より
の参加者が着用することになってしまった。（育成会より苦情）
【会長より回答】
自治会よりの参加者については、「ねぶたの事務局」にて準備している別のハッピを着用すること
になっていた。次回からは育成会との連絡を密にして活動するようにしたい。
○ 「平成 17 年度有害看板類撤去活動の実施について」
11 月 23 日(水)

集合場所：ローソン相模原小山二丁目店

環境部：（山本部長）
○ 公園のごみ分別について検討

前回の公園清掃ご苦労様でした。

魚の骨が散乱（さざんか公園付近）
猫にえさを与えている方がいるようなので見つけ次第注意をお願い致します。
○ 次回の清掃出席確認

11 月６日

8:30

集合

みどり公園

福祉部：（石母田部長）
○

赤い羽根募金・年末助け合いの協力ご苦労様でした。ありがとうございました。

○ 資料⑤「ボーリングご招待券無償配布についてのアンケート」について
各組の現状把握を目的とするアンケート（対象：組長）
１９日には、最終報告してください。
（10）会計：（笹崎）
１０月分までの会計

領収書を出します。

（11）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料⑥「小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）」
以
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上

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）
１．日

時

平成 17 年１０月１日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～20:30

欠席：佐々木(広報部長)･石塚(防犯部長)
南谷(７組)･横山(７組)

以下の各項目について 担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当
を決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店協定書スケジュール修正(案)
②「第１３回相模原ねぶたカーニバル」反省会のご案内について
④小山小学校「小山発未来行きまつり」予算(案)
③「小山二丁目自治会定例会議事録（９月）」
（２）9 月２０日９組組長：小野沢さん死去 黙祷（佐藤会長）
（３）赤い羽根共同募金運動への協力要請（佐藤会長）
（４）資料①「(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店協定書スケジュール修正
(案)」について（佐藤会長）
地域への説明会(９月の予定)が遅れているため、自治会が作成する協定書（素案）
作成スケジュールは、次の通り遅れるので、了解して欲しい。
【今後のスケジュール】
各自治会の検討期間：７月から１０月の予定を７月から１月まで延長する。
（５）「環境・交通・防犯部合同視察研修会」１０月７日(金)への参加要請（佐藤会長）
参加者：石塚部長・佐藤会長を仮届けしてあります。追加変更が可能です。
（６）「第１３回 相模原ねぶたカーニバル」パレード参加（佐藤会長）
○役割担当発表
10 月８日(前夜祭) 自治会役員（５名）のみ参加
13 時 駅前広場集合
10 月９日(本祭)
役七夕．．．．．．男子役員：１０名参加
子どもねぶた．．．女子役員、育成会及び、小学生参加(１１名)
【集合方法】
★ 子どもねぶた 16 時集合 氷川町公園集合
★ 役七夕 18 時自治会館集合
市役所玄関 18 時３０分
○資料②「第１３回相模原ねぶたカーニバル」反省会のご案内について
（７）防災訓練について（石塚防犯部長欠席により、佐藤会長代理説明）
○防犯部長が中心となって実施
10 月 23 日(日) 午前 10 時から 12 時 どんぐり公園
今回特別に、「愛の手ネットワーク」の人に協力をお願いして車椅子を用いた訓練を
実施する予定です。
本日、防犯部長欠席のため詳細については、10 月 10 日の打ち合わせにて詳細
1/1

決定する。打ち合わせには、（防犯部＋本部役員）出席予定
○その他役割
男の料理担当・・・・・・武田他数名
すいとん担当・・・・・・笹崎・金津
会場設営・・・・・・・・佐藤他
車椅子 愛の手ネットワークとの対応・・・・・・・・・・金井
（８）小山小学校「小山発未来行きまつり」について
開催日：11 月 19 日（佐藤会長）
○模擬店役割分担
たこ焼き ○会長・大塚・山本・黒川・笹崎・木原・今野
かき氷
○石母田・麻生・相山・手塚・笠原
磯辺焼
○金井・藤村・野口・金津・阿部・有福・加藤
○責任者
（９）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
「わがまち小山 号外」配布について
体育部：（大塚部長）
「第４８回みんな元気！さがみはら清新公民館区町民運動会」ご苦労様でした。
運動会９月 18 日（日） 清新小学校
○ グランドゴルフ 10 月２２日(土) 清新小学校 １３時
○ ビーチボール大会 10 月 30 日(日)
清新小学校 体育館
小学生部・男子部 8:30 開会式
女子部
12:30 開会式
文化部：（加藤部長）
○ ねぶたカーニバル（１０月９日）開催されるので、協力をお願いします。
○ 文化祭（１１月５･６日）公民館にて開催される。
防犯部：（石塚部長）
欠席
青婦部：（木原部長）
「 愛のパトロール」について確認
環境部：（山本部長）
○前回の公園清掃ご苦労様でした。
○ 次回の清掃出席確認 10 月２日 8:30 集合 みどり公園
福祉部：（石母田部長）
○ 赤い羽根募金 １世帯 ２００円
○ 年末助け合い １世帯 １００円
の協力をお願いします。
次回定例会 11 月５日までにお願いします。
（25 日頃までに７・９・１４組は銀行へ振込み）
（10）会計：（笹崎）
（11）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料③「小山二丁目自治会定例会議事録（９月）」
以
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上

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（９月）
１．日

時

平成 17 年９月３日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～21:00

欠席：佐々木(広報部長)･相山(1 組)
松本(3 組)･笠原(9 組)

以下の各項目について担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を
決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店営業に伴う「地域協定書(案)」
②「第４８回みんな元気！さがみはら清新公民館区町民運動会」
③「小山二丁目自治会定例会議事録（８月）」
（２）自治会館使用について（佐藤会長）
○ バザーの実施に自治会館が使用出来るかの問い合わせについて
【自治会よりの回答】
・自治会館使用規約の確認（現規約には、バザーについての項目は規定されて
いないが、第５条：会長判断として判断すべき事項となる。）
・建設し完成までに至るまでの地域住民の意識状況
・市役所（資産税課）より土地・建物の免税してもらった経過及び、苦労
これら上記項目を考えたとき、自治会長として、例え福祉目的のバザーであっても
自治会館ならびに自治会館敷地を利用したバザーの使用は禁止とします。
（３）(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店について（佐藤会長）
○ 工事概況

．．．計画通り工事は進捗している。

○ 工事に関する協議会報告（９／３

１３時３０分より開催）

現在問題は提起されていないが、建設に伴う工事について、今後問題点があつた
ら連絡ください。
地域住民に対する説明会(国道１６号線よりの専用道路設置等の進入方法が解決
していない)の実施について
日程は決定していないが、１０月頃になるのではないか。
○ 資料①「地域協定書(案)」について
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【今後のスケジュール】
１０月の定例会までに本日配布した資料をもとに小山二丁目自治会としての原
案をまとめる。
（次回定例会までに、問題個所があれば佐藤会長へ申し出て下さい）
↓
他自治会（小原・清新四丁目自治会）よりの案とすり合わせて１１月末には一
本化してコーナンへ提示する。
（４）バス参加自主防災隊の訓練について（9 月４日）（佐藤会長）
石塚防犯部長、小清水の２名参加
（５）ねぶた制作（9 月 4 日

９時より

駅前公園）（佐藤会長）

ねぶた制作安全祈願＆制作スタート
文化部中心に制作に参加していきます。なお、育成会は安全祈願のみ参加
（６）清新地区交通安全街頭活動実施について（９月２２日）（佐藤会長）
参加者：石塚部長・笹崎会計を仮届け出してあります。変更が可能です。
（７）環境・交通・防犯部合同視察研修会（１０月７日(金)）（佐藤会長）
参加者：石塚部長・佐藤会長を仮届け出してあります。変更が可能です。
（８）防災訓練について（佐藤会長）
10 月 23 日(日)

午前９時から

※ 当日参議院補欠選挙のため、方法・日程は流動的です。
主催者側役員会議：９月６日(火)に正式決定の予定です。
＜石塚防犯部長への依頼＞
実施要項および日程の変更も考えられるが例年通り実施する方向で、役割分担等
を検討して下さい。
＜石母田福祉部長への依頼＞
車椅子を用いた訓練を実施する予定なので、車椅子の届け先、車椅子を押す人を
決定して、届けでるようにして下さい。
（９）自治会活動功労者について（佐藤会長）
相模原市より、金井さんが（市長感謝状対象者）として推薦されております。
（10）清新公民館区町民運動会日程変更
衆議院選挙日により、開催日の変更
９月１１日

→９月１８日に変更

出場選手＆役割分担については、大塚体育部長より説明します。
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（11）各部専門部より
広報部：（代理荻原）
9 月号は発行日を遅らせて、今月中頃には発行します。
今後のイベントも、写真を載せるエリアをホームページのイベント投稿写真のペー
ジにとってありますので掲載していただければ広報誌の原稿となります。
掲示板などを活用し、感想意見など書き込んで下さい。
体育部：（大塚部長）
「第４８回みんな元気！さがみはら清新公民館区町民運動会」について
運動会９月 18 日（日）

清新小学校

○ 出場選手＆役割分担について（詳細な出場選手の名は省略）
2名

運営委員

有福・阿部

かき氷．．ふるさと祭りにて、多量にシロップ等が余ったので今回のみジュー
スの代替として、子供達に配布する。担当：石母田福祉部長
○ 集合時間
男性

7:00

自治会館

女性

7:50

清新小学校

文化部：（加藤部長）
○相模原駅前市営駐車場わき公園

ねぶた制作（９月４日より毎週日曜日スタート）

会議終了後に専門部長以上および文化部員に対して、参加できる日をお聞きし
ます。
○文化祭（１１月５･６日）
防犯部：（石塚部長）
○ 防犯灯・外灯

修理・点検

状況の確認

○ ふれあいネットワークの活動
○ 地域防災訓練

日程の変更あり

○ 9 月２２日

９：３０～

○ 視察研修会

10 月 7 日

清新地区交通安全街頭活動

青婦部：（木原部長）
○ 清新公民館区町民運動会：9 月 18 日(日)
○ ８月２６日愛のパトロール実施
環境部：（山本部長）
○次回の清掃出席確認

９月４日

8:00

集合

自治会館集合

○東秀紙器(株)焼却炉使用に伴う地域住民から苦情に対処報告
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福祉部：（石母田部長）
○「ボーリング招待券」配布
○「ボーリング大会」を育成会にて計画

（12）会計：（笹崎）
自治会費が未納の組は、１０月定例会までに納入して下さい。
（13）書記：（荻原）
○ 出席簿と世帯数の確認
○ 資料⑰「小山二丁目自治会定例会議事録（８月）」

以上
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平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（８月）
１．日

時

平成 17 年７月 30 日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～21：30

欠席：佐々木(広報部長)･横山(7 組)･笠原(9 組)
小野沢(9 組)･菅野(14 組)

以下の各項目について担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を
決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「平成１７年度

他自治会夏祭りへの来賓出席予定」

②「盆踊りの曲目」
③「小山二丁目夏祭り本部模擬店販売目標（案）」
④「平成１７年度

本部より各模擬店への品物購入予定」

⑤「市役所からのお知らせ」
⑥「町民運動会に関する打ち合わせついて」
⑦「小山二丁目自治会

‘０５ 夏祭り

スケジュール＆役割内容」

⑧「クラブメンバー募集 参加しませんか 小学生以上大歓迎」
⑨「平成１７年ふるさと祭り模擬店

収支」

⑩「小山二丁目自治会定例会議事録（７月）」
（２）７月１０日(仮称)ホームセンターコーナン説明会開催（佐藤会長）
前回の定例会にて部長以上へ地域協定書(案)配布済み
（３）資料①「平成１７年度

他自治会夏祭りへの来賓出席予定」の件 （佐藤会長）

（４）資料②「盆踊りの曲目」について（佐藤会長）
「ドラえもん音頭」を「マツケンサンバ」に変更
（５）資料③「小山二丁目夏祭り本部模擬店販売目標（案）」
資料④「平成１７年度

本部より各模擬店への品物購入予定」（佐藤会長）

他自治会来賓出席の件．．．．．．８月６日については、石母田・手塚さんへ依頼済み
8 月 6 日(土)夕食分については、各模擬店より調達して食事します。
（６）消火器の斡旋について（佐藤会長）
従来自治会窓口で斡旋していましたが、本年度から年間を通して防災協会へ電話、
来庁およびファックス等により受付します。
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受付・相談窓口（防災協会）℡：042-753-9971
Fax：042-753-0374
（７）夏祭りの反省会（佐藤会長）
日時：8 月 20 日（土）１９：３０～

レストラン

小左

（８）資料⑤「市役所からのお知らせ」（佐藤会長）
小山公園設備整備について
（平成１６年から平成１８年までの３カ年計画で整備）
（９）資料⑥「町民運動会に関する打ち合わせついて」（佐藤会長）
打ち合わせ会議には、自治会より大塚体育部長、木原青婦人部長が出席
９月３日までに運動会に参加する大人・子供の数を把握し、会長へ確定人数報告
（10）「小山発未来行きまつり」小山小学校まつりについて（佐藤会長）
開催日時：11 月 19 日(土)
トイレ清掃

武田

小山小学校
ごみ担当

校庭

他

石塚

（1１）各部専門部より
広報部：（荻原代理）
夏祭り原稿依頼
石塚防犯部長より広報誌に載せる掲載記事 1 ページ使用したい。
体育部：（大塚部長）
９月 11 日（日）清新小学校

運動会
種目

内容修正

→９月１８日（日）変更

綱引きなし飲酒による参加でけが

時間短縮等の種目あり
運営委員

2名

11 時 30 分から 12 時 30 分

自転車整備

会場パトロール
8 月 24 日

石塚・阿部

9 時から 10 時

1名

１名

有福

武田

事前打ち合わせ

【参考記載】
後日、運動会当日（９／１１）は、衆議院選挙日に急遽決定されたので、
運動会実行委員会より、開催日の変更（９／１８）の連絡があった。
この点を含め次回定例会にて参加方法について話し合う予定です。
文化部：（加藤部長）
資料⑦「小山二丁目自治会

‘０５ 夏祭り
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スケジュール＆役割内容」

８月６・７日

清新四丁目どんぐり公園

スケジュールおよび役割分担の確認

氷は 6 日朝・夕方持ってきてください。
防犯部：（石塚部長）
○ふれあいネットワークについて
夏祭りへの参加・敬老の日・冬餅つき大会など企画
○防災訓練について

１０月２３日（日）

○防犯灯の確認
○夏まつり

交通指導（小清水・菅野）

青婦部：（木原部長）
子供みこしについて（夏祭り）
環境部：（山本部長）
次回の清掃出席確認

８月８日（月）

9:00

夏祭り後の自治会館大掃除および公園清掃

集合

自治会館集合

草むしり

全員参加

福祉部：（石母田部長）
○資料⑧「クラブメンバー募集 参加しませんか 小学生以上大歓迎」
１．将棋クラブ
２．囲碁クラブ
３．ウォーキングクラブ
４．農園クラブ
○「自治会ボーリング教室」3 回目本日終了

5 名の参加（中島プロの指導）

（1２）会計：（笹崎）
○資料⑨「平成１７年ふるさと祭り模擬店
○夏祭り

収支」報告．．．．約 48000 円利益

保険契約者名を 8 月 5 日までに報告して下さい。

（1３）書記：（荻原）
○出席簿と世帯数の確認
○ 資料⑩「小山二丁目自治会定例会議事録（７月）」

以上
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平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（７月）
１．日

時

平成 17 年７月２日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

19：30～21：15

欠席：佐々木(広報部長)・横山(7 組)・南谷(7 組)
笠原(9 組)・手塚(10 組)・前田(14 組)

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

以下の各項目について担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を
決めた。
（１）配付資料の確認（武田副会長）
①工事協定書
②(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店営業に伴う地域協定書(案)
③(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店説明会参加者募集
④小山二丁目自治会館使用細則(案)
⑤平成 17 年度

賛助会員募集

⑥「小山発未来行きまつり」開催のお知らせと
「集いの場」への模擬店出店ご協力のお願い
⑦第２８回「清新ふるさとまつり」のご案内
⑧模擬店販売目標 (案)
⑨小山二丁目夏祭りのご案内
⑩ふるさとまつり＆夏祭り買い物一覧表
⑪バザーへ出品の御願い
⑫メール「小山２まつりについて」
⑬‘０５清新ふるさとまつり
⑭災害弱者対応へのご挨拶
⑮クラブメンバー募集（初心者大歓迎）
⑯自治会ボーリング教室ご案内
⑰小山二丁目自治会定例会議事録（６月）
（２）美化運動推進功労者推薦について（佐藤会長）
小山二丁目在住（住民票が相模原市にあること）の方で、地域内で長年美化活動
しいる該当者がありましたら推薦下さい。
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（３）ごみ減量等活動の手引き(２ページ参照) （佐藤会長）
廃棄物減量等推進委員・推進協力委員について役割について説明
（４）自治会大会６名参加（佐藤会長）
席上募集にて、６名にはならなかったが参加者を決定し協力依頼している。
（５）資料①「工事協定書」ホームセンターコーナン相模原小山店について（佐藤会長）
３自治会（小原町、小山ニ、清新４）とコーナンとの間で、工事協定書の締結（７
月２日）している。
（６）資料②「(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店営業に伴う地域協定書(案)」
（佐藤会長）
○ １月末日締結を目標に今後随時「地域協定書」について話し合い素案を作成
していく予定です。なお、今回は、専門部長以上に素案を配布しているので、
検討を依頼する。
○

資料③「(仮称)ホームセンターコーナン相模原小山店説明会参加者募集」
７月１０日

７：３０～

小山二丁目自治会館(２階)にて、開催

定例会参加者は、全員出席するようにして下さい。
（７）資料④「小山二丁目自治会館使用細則(案)」（佐藤会長）
18:00～

会館調整会議（７月２日

）にて出された問題

合鍵に関する内容等について「自治会館使用細則」を細則改訂の提案
採決し、満場一致にて可決承認された。
（８）資料⑤「平成 17 年度

賛助会員募集」について（佐藤会長）

（９）資料⑥「小山発未来行きまつり」開催のお知らせと
「集いの場」への模擬店出店ご協力のお願い（佐藤会長）
11 月 19 日(土)

小山小学校 校庭 他

詳細は後日決定します。

（10）資料⑦「第２８回 清新ふるさとまつりのご案内」について（佐藤会長）
7 月 23 日(土)・24 日(日)

清新小学校校庭
小山二丁目代表：武田副会長
副代表：加藤文化部長

資料⑧「模擬店販売目標 (案)」について
（11）資料⑨「小山二丁目夏祭りのご案内」について（佐藤会長）
日時：８月６日(土)

18:00～21:30

７日(日)

10:00～14:30

場所：清新四丁目公園

（どんぐり公園）
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① 協力団体
（育成会・少年野球・ドッジボール・ソフトボール・小山中同好会）への依頼
② 案内状の内容確認
資料⑩「ふるさとまつり＆夏祭り買い物一覧表」確認
（12）資料⑪「バザーへ出品の御願い」について（金井副会長）
（13）資料⑫メール「小山２まつりについて」
大塚体育部長より吉野家の商品販売について

（1４）各部専門部より
広報部：（佐藤会長）
佐々木部長が大阪へ転勤のため、来年３月までは代理

本部より書記荻原が担当

体育部：（大塚部長）
６月１９日：ソフトミニバレーボール大会（公民館事業）
参加ご苦労様でした。１勝２敗の結果
文化部：（加藤部長）
資料⑬「‘０５清新ふるさとまつり」
７月 23 日(土)・24 日(日)：役割分担およびスケジュールの確認
ビニール袋(２枚配布)等による製氷（当日持参

ラムネ冷却に使用）

７月 16 日(土)

買い出し(佐藤会長・武田副会長・石塚防犯部長)

７月 20 日(水)

午前

７月 20 日(水)

19:30～

買い出し(佐藤会長他)
「わたがし」「かき氷」「じゃがバター」練習日

防犯部：（石塚部長）
○防犯灯の確認
４４６番故障完了確認
○資料⑭「災害弱者対応へのご挨拶」

災害弱者

対象者１４名(11 世帯)

担当役員６名＋３名？(未定)
名称：「小山二ふれあいネットワーク」に決定
○泥棒に入られる（12 組）情報の入手と防犯対策
被害の実情と現状

→

地域としての対策・対応

○いたずら電話にて消防車出動
どんぐり公園にて２回放火

３回（夜中）
通報あり（清新４丁目）

○マンション１階での空き巣の被害あり
防犯対策を考える必要性を感じます。
3/3

青婦部：（木原部長）
今回の夏祭りでは、小山中同好会については、小学校５・６年生も参加可能にし
て、中学生・高校生を含めた同好会を結成して参加する方向で検討している。
環境部：（山本部長）
市民地域清掃日：６月１２日

９：００

役員全員による地域一斉清掃を実施
明日の清掃出席確認

8:30

集合

自治会館集合

ありがとうございました。

みどり公園集合

福祉部：（石母田部長）
○赤十字の募金

ありがとうございました。

総額

１８９１００円

○資料⑮「クラブメンバー募集（初心者大歓迎）」
１．将棋クラブ
２．囲碁クラブ
３．ウォーキングクラブ
４．農園クラブ
○資料⑯「自治会ボーリング教室ご案内」
7 月９･16･30 日（開催要項）
前回の予定より１週間伸ばしました。（現在３名希望）

（1５）資料⑪「バザーへ出品の御願い」について（金井副会長）
値付け：

７月３１日

10:30～

8 月３日

19:30～

（1６）加藤文化部長より
清新ふるさとまつり（７月 23/24 日）
○全体役割分担の確認
○発砲スチロールの箱準備
○練習日（７月２０日(水)）19:30～

わたがし作りの練習（全員参加）

○反省会準備
金井・笹崎・藤村・木原・野口で担当
○服装
ハッピの準備と管理（麻生・相山）
○氷 23 日は 16:00・
○お金

23 日夜

24 日は 8:30

練習日(20 日)に配布

清新小学校へ

自治会館にて売り上げの確認

4/4

（1７）佐藤会長より
米軍基地署名用紙の提出をお願いします。(提出期限：７／２０まで)
（1８）書記：（荻原）
○出席簿と世帯数の確認
○ 資料⑰「小山二丁目自治会定例会議事録（６月）」

以上

5/5

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（６月）
１．日

時

平成 17 年６月 11 日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

金井副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～21：30

欠席：武田副会長

以下の各項目について担当役員より説明があり、全て了解された。また必要に応じ担当を
決めた。
（１）民生委員(市川さん)オブザーバーとして紹介
（２）配付資料の確認（金井副会長）
①「自治会館落成記念式典」の写真について
②平成 17 年度

愛のパトロール(夜間)参加予定者

③広報「わがまち小山」
④’０５清新ふるさとまつり
⑤災害弱者対策実施スケジュールと出欠予約表その他
⑥クラブメンバー募集「初心者大歓迎」
⑦小山２丁目自治会ボウリング教室ご案内
⑧小山二丁目自治会定例会議事録（６月）
（３）自治会対抗ソフトボール大会(公民館主催)参加ご苦労様でした。（佐藤会長）
結果

２戦２敗

vs 中央１(８対９)・vs 仲町(３対５)

（４）ソフトミニバレーボール大会(６月１９日)に開催されます。（佐藤会長）
（５）町民運動会（９月１１日）雨天の場合（佐藤会長）
中止にしたいと思いますがいかがですか？→中止
公民館へ連絡してください。
（６）資料①「自治会館落成記念式典」の写真について（佐藤会長）
写真担当

村田さん(11 組)（310 号）連絡とれず。

（７）赤十字募金活動ご苦労様でした。（佐藤会長）
福祉部長に提出して下さい。
公民館(担当：榎本さん)へ持っていって下さい。
（８）相模原市米軍基地返還促進等市民協議会(会長 小川市長)について（佐藤会長）
「基地問題の早期解決を願う」署名活動にご協力お願いいたします。

６月１５日には、市より配付資料及び署名用紙がきますので組長さんに配布します。
※署名用紙(氏名・住所)を回覧しても、書いていただけないと思いますので、直接
自宅を訪問するか？マンションの場合には管理ポストに署名したものを入れても
らうなど、実態に即した方法でできるだけ多くの署名を集めていただきたいと思い
ます。
回収は７月２日または７月２０日に佐藤まで提出して下さい。
（９）愛のパトロールについて（佐藤会長）
防犯部・青婦部を中心に割り当てています。
当日都合のつかない方は、責任を持って代理者、交代者をお願いいたしま

す。

パトロール用ジャケットもありますので倉庫から準備して下さい。
（10）帝人跡地に「ホームセンターコーナン相模原小山店」（仮称）について
（佐藤会長）
今までの経過説明
①昨年１１月に小原自治会に対して
土地所有者である帝人から奥村組へ売り渡しますとの事前説明があった。
（小山二丁目は参考人として出席した）
※ 帝人の跡地は、小山二丁目にとっても影響があるので参考人としてではなく、
関係者として出席させて欲しい旨を伝え抗議する。
②１２月２４日（金）コーナン商事(株)より佐藤宅に何の事前連絡もなく一方的に文書
が投函される。（留守であった）
③直ちにコーナン商事(株)に対して、電話及び文書にて抗議する。
1.東側に出入り口が２ヶ所ある理由はなぜか？
2.留守だったとはいえ、一方的に文書を投函したのはなぜか？
3.近隣の交通事情を考えていない？
④１月２１日（金）
投函された文書に対する説明会が実施される。
（小原・小山二・清新四

各自治会役員）小山二丁目佐藤会長・金井副会長
ライフコート（２名）

このままでは、問題点が多く近隣住民への説明会はむずかしい。
小山二・清新四・・・東側出入り口２ヶ所の問題
小原・・・・・・・・北側日照権・緑地

など

⑤国道１６号線（出口として使用許可されない）問題
相模原警察署が許可しないとのコーナン商事の説明より、相模原警察署(担当：仁木

さん)に事情説明を聞く。
※国・県警よりの指導により出口として使用させない。（開放はむずかしい）
⑥２月１日(火)

第２回説明会

北側：日照権について一部変更有り（階段状に建物を変更）
小山二丁目の要望は、一切受けいられなかった。
⑦３月４日

連合会長三橋氏とともに相模原市へ要望書を提出

国道１６号線出口を出口としても使用できるように
近隣住民の生活環境の保障
※連合会より神奈川県・国道管理事務所へも働きかける。
地権者（奥村組）歩道部分を設けることを約束する
⑧３月に入って、小原自治会長より
町内多数決の結果

賛成多数により、工事協定書の作成に入るとの通告有り

※問題を多く含み、説明会も実施されない現状の中で工事協定書の作成には入れない
ことを伝える。
⑨４月中旬、国道１６号線問題が未解決のまま
近隣住民（小原町・ライフコート）への説明会
※多くの問題点・質問が出された。
⑩６月２日地鎮祭が行われる。
連合会長・各自治会長地鎮祭への出席拒否
※連合会長よりの強力な反対により、相模原市が建築許可申請書を止めておいたが、
条例的には問題がないのでやむを得ず許可書発行する。
※県市国からの国道１６号線の出口に関する地元要望は、検討中のままとなっている。
⑪国道問題が未解決のまま、
地域住民への説明会（半径１ｋｍ）も開催されないまま
そのため国道付近を除いた工事は、北側から東側へと進められる(２月１５日まで
工事期間)
※工事協定書(東側)の作成：小山二丁目・清新四丁目
特に注意する点は、工事期間中午後９時から翌朝９時までは、東側出入り口の使用
禁止および工事車両の待機の禁止

営業が始まる来年三月からの「協定書」については、じっくり検討し小山二
を１０月末までにまとめる。三自治会の案を一つにまとめる期間は
１２月末までとする。１月はコーナンとの話し合い。

丁目案

１月２８日頃までには協定書を締結
工事協定書作成打ち合わせを（６月１２日

小山二丁目自治会館）

通学路の安全確保など地域住民の生活環境の保障の確立への取り組み
（10）各部専門部より
広報部：（佐々木部長）
資料③広報「わがまち小山」配布をお願いします。
体育部：（大塚部長）
６月１９日：ソフトミニバレーボール大会（公民館事業）
自治会対抗ソフトボール大会(公民館主催)参加ご苦労様でした。
文化部：（加藤部長）
資料④７月 23･24 日：清新ふるさとまつりの役割分担およびスケジュール
防犯部：（石塚部長）
防犯灯の確認
資料⑤災害弱者対策実施スケジュールと出欠予定表
災害弱者対応への近況報告
募集（６月２０日までに）
災害時に身動きが取れないと思われる方（今のところ９名が申し出有り）
支援活動をしていただけるボランティア募集
このような支援活動をするグループの名称募集
青婦部：（木原部長）
夏まつり：（８月６･７日）について
６月２５日までに中学生人数の確認および調査お願いいたします。
環境部：（山本部長）
市民地域清掃日：６月１２日

９：００

自治会館集合

役員全員による地域一斉清掃を実施します。よろしくお願いします。
前回の公園清掃から
公園のベンチの修理
公園倉庫のカギの整備
ドッチボールの子供たちへの挨拶

など

福祉部：（石母田部長）
赤十字の募金

ありがとうございました。

来月の定例会に総額を提示します。
資料⑥クラブメンバー募集（初心者大歓迎）

１．将棋クラブ
２．囲碁クラブ
３

ウォーキングクラブ

４

農園クラブ

資料⑦自治会ボーリング教室ご案内（開催要項）
電話で直接申し込んでください。
文化部長
清新ふるさとまつり（７月 23/24 日）

練習日（７月２０日）

全体役割分担
連合設営（２名）当日 23 日

相山・麻生（１）

（テント設営・解体）
会

計

笹崎・野口

電気工事

森田さん

広

佐々木・横山・荻原

報

わたがし（テント設営：黒川・高山・手塚・菅野・有福・横山
ラムネ：金津・南谷・松本
かき氷（模擬店設営）：大塚・山本・木原・相山・麻生・石母田・藤村
じゃがバター：小清水・阿部・笠原・小野沢・前田・金井・加藤・武田
袋・ペットボトル・紙パックなどで１リットルぐらいの氷作り（全員）
１６日（土）買い出し

10:00 から会長・武田他

けが・やけどなど注意して下さい。

民生委員さんより
市川民生委員（℡：７３３ー４６４６）

金井（℡：７３３ー６３５６）

災害弱者の把握
マンションなど把握が難しい、管理人などには連絡済みである。

書記：（荻原）
○出席簿と世帯数の確認
○資料⑧小山二丁目自治会定例会議事録（６月）

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（５月）
１．日

時

平成１７年５月７日（土）

２．場

所

小山二丁目自治会館

別紙出席簿参照

３．出 席 者
４．進

行

武田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～21:30

欠席：横山(7)・南谷(7)・野口(11)・前田(14)

原

（１） 配付資料の確認
①自治会館落成祝賀会収支決算報告書
②ライフコート管理組合自治会担当役員の交代お願い
③自治会より協力要請する行事＆動員数
④第２回小山二丁目自治会館使用に関する調整会議開催の件
⑤「わがまち小山」の原稿募集
⑥防犯灯資料配付と依頼事項
⑦『トップの自治会めざして「クラブメンバー募集」』
⑧市民地域清掃日の御願い
⑨小山中同好会盆踊り出店売り上げと収益の推移（過去３年間）
⑩「平成１７年度小山二丁目自治会定例会議事録（３月）」
⑪「平成１７年度小山二丁目自治会本部役員会議事録（４月）」
⑫「平成１７年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）」
（２） 資料①「自治会館落成祝賀会収支決算報告書」（会計笹崎）
採決

可決

修正個所有り

その他

20000→△20000

合計

356000→316000 に変更

（３） 民生委員の紹介と会議への出席（佐藤会長）
（４） 資料②「ライフコート管理組合自治会担当役員の交代のお願い」（佐藤会長）
理事長へ(７組)
（５） 相模原自治会連合会地域活動功労者の推薦（佐藤会長）
自治会役員として６年以上→武田副会長を推薦
（６） 助成金引き渡し＆

資料③自治会より協力要請する行事＆動員数（佐藤会長）

専門部長以上の人は動員数の確認をお願いしたい。
５月１４日

助成金配布

小山寿老会

生き生きサロン

小山二丁目育成会

少年野球部

ソフトボール部

ドッジボール部

お花畑の会

以上７団体

（７） 資料④「第２回小山二丁目自治会館使用に関する調整会議開催の件」（佐藤会長）
７月２日（土）

各団体参加

石母田さん、大塚さん、木原さん

関連する団体への開催通知配布をお願いします。

（８） 赤十字募金活動が始まりました。（佐藤会長）
（９） 各部専門部より
広報部：（佐々木部長）
資料⑤「わがまち小山」の原稿募集
平成１７年６月の発行に向け原稿の募集
各組長ならびに本部役員、各クラブ、同好会の方々のご協力をお願いいたします。
体育部：（大塚部長）
４月１２日１９：３０

清新公民館で清新自治会体育部の全体会議があり、

大塚体育部長が副部長に就任
○平成 17 年度ソフトボール大会（清新中）：５月２２日（日）
自治会本部より９名参加予定
○平成 17 年度

応援：笹崎

清新公民館市民健康まつり：５月２９日（日）ウォーキング

行程：清新公民館(8:00 集合 9:00 出発)→南多摩斎場→矢戸池公園→昼食
リクリエーション→解散（12:30）（約８ｋｍ）
自治会本部より大塚・加藤・阿部氏参加予定
文化部：（加藤部長）
ふるさと祭りについて、次回定例会（６月１１日）にて提案予定
防犯部：（代理

副会長金井）

資料⑥「防犯灯資料配付と依頼事項」
防犯灯の管理
「組別街頭配置図」にもとづいて各組防犯灯の点検確認をし、「防犯灯修理依頼書及
び完了報告書」により次回定例会までに報告する。
水銀灯が丸形で長細いのが蛍光灯である。
電気料金９割が市より、１割を自治会で負担する。
青婦部：（木原部長）
５月１４日（土）9:00～

清新小学校体育館：ビーチボール大会

小清水氏参加予定

資料⑨「小山中同好会盆踊り出店売り上げと収益の推移（過去３年間）」
小山中同好会盆踊り運営方案について（８月６・７日）
出店に協力して頂ける方が激減（中学生）本行事の必要性
やめるのではなく前向きに考えて進めてほしい（加藤・石塚）
中学生の育成の名の下に図書券の配布はどうかと思います。縮小の方向で考えてい

いのでは（野口）
マイナスの運営について一考をようする（本部にて再考検討する）
環境部：（山本部長）
資料⑧「市民地域清掃日の御願い」

６月１２日（日）

小山二丁目自治会清掃日に役員全員（３０名）による地域一斉清掃を実施する。
５月８日

８：３０みどり公園集合：公園清掃を予定通り実施します。

福祉部：（石母田部長）
資料⑦『トップの自治会めざして「クラブメンバー募集」』（各組長へ）
○新クラブメンバー
発足式：５月８日１０：００自治会館にて行います。
現在のところ
将棋クラブ

３名

囲碁クラブ

６名

ウォーキングクラブ

５名

申込がありました。

○赤十字活動の募金
説明書、カード、社員証、領収書を提示し、実施手続きを説明する。
１世帯 300 円が基本で、500 円以上の場合は社員証を渡す。
領収書は世帯ごとに発行する。印鑑は組長さんでお願いします。
次回の定例会議(６月 11 日)で全体の集金を行う。このときには、封筒に組を記入し、
世帯数×300 円、世帯数×500 円で集金額を記入し提出する。
なお 7 組･9 組･14 組は振り込みになっているので、６月４日までに会計に入金すること。
募金は強制ではないが、各世帯を必ず回って募金活動をお願いいたします。
（１０）本部より
会計：（笹崎会計）
自治会費納入について、本日持参の方には領収書を発行する。
書記：（荻原書記）
○今回配布「平成１７年度小山二丁目自治会定例会議事録（３月）」
「平成１７年度小山二丁目自治会本部役員会議事録（４月）」
「平成１７年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）」
○自治会会員数の確認

平成 1７年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）
１．日

時

平成 1７年４月２日(土)

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

別紙出席簿参照

４．進

行

武田副会長

５．書

記

荻原

６．内

容

19：30～21：00

欠席：横山(7)・南谷(7)・笠原(9)・前田(14)

（１）配付資料の確認（武田副会長）
①「平成 17 年度 小山二丁目 自治会総会」議事録
②「小山二丁目 自治会緊急連絡網」
③「平成 17 年度 小山二丁目 自治会総会」資料
④「小山二丁目 自治会規約集（平成 1７年度版）」
⑤「自治会館落成祝賀会について」
⑥「自主防災隊組織図」
⑦「公園清掃当番表」
⑧『トップの自治会めざして「クラブメンバー募集」』
（２）資料①「平成 17 年度 小山二丁目 自治会総会」議事録について（佐藤会長）
各組、回覧をお願いします。
本部役員には、出席数の詳細(参考データ)も入っています。
（３）資料②「小山二丁目 自治会緊急連絡網」について（佐藤会長）
各自連絡網の確認
名前・電話番号を確認し、誤りがあれば連絡下さい。
未記入のところは連絡下さい。
携帯電話番号でもかまいません。
（４）資料③「平成 17 年度 小山二丁目 自治会総会」資料について（佐藤会長）
役員用を配布しました。
各役員の電話・住所が入っています。
会計資料の誤り部分は訂正したものが入っています。
その他の修正されたものは、そのままです。
（５）資料④「小山二丁目 自治会規約集（平成 1７年度版）」（佐藤会長）
この規約にそって運営していきますので、各自確認をお願いします。
（６）「平成１７年度国民生活基礎調査」の概要（佐藤会長）
６月２日（木）・７月１４日（木）
昨年度の本部役員(９名)お願いしてあります。
（７）「平成１７年度国勢調査」の調査員が予定人数に達しました。
４月下旬に調査事務日程などの案内が来る予定です。
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（８）資料⑤「自治会館落成祝賀会について」（佐藤会長）
日時：平成４月１７日 午後１時～３時
場所：ベルヴィ相模原 銀河の間(２F)
席次の確認
上記の予定ですが、役員は１２時３０分には集合して下さい。
当日送迎バスが自治館前より 12:10 に出発します。
帰りもバス有ります。
当日都合がつかない場合は代理者でも結構です。
役員は会場にて記念品を受け取らないで下さい。
記念品は自治会館に用意されています。
祝賀会終了後、自治会館にて「一般会員への内覧会」の実施（午後４時～６時）
（９）年間スケジュールの確認（武田副会長）
次の日程を修正する。
５月定例会５/１４→５/７に変更
（10）各部専門部より
広報部：欠席
体育部：（大塚部長）
特になし
文化部：（加藤部長）
特になし
防犯部：（石塚部長）
防犯灯の維持管理
自主防災隊組織図の確認（資料参照）
災害弱者カードの作成（７～８名あがっている）名前を挙げていただきたい
交通安全パトロール

青婦人部：（木原部長）
環境部：（山本部長）
○公園清掃当番表（資料参照）
公園掃除では、毎月のリーダは報告書を作成する。これを参考資料として、年度
末に相模原市への報告書を作成することにより、補助金がいただけることになる。
清掃用具はあるが軍手持参が望ましい。定例会にて山本環境部長は翌日の公園掃除
時間とメンバーを確認する。都合が悪い時は、各自交代等で人数を確保するように
努める。
集合時間場所：８時３０分

みどり公園（保育園横）

福祉部：（石母田部長）
○トップの自治会めざして「クラブメンバー募集」（資料参照）
「クラブ」福祉事業の一環

小学生から大人まで

１、将棋クラブ
２、囲碁クラブ
３、ジョギングクラブ
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４、農園クラブ
申込用紙（メモ用紙）を次回定例会（５月７日）に提出して下さい。
６月より立ち上げる予定です。（クラブ内での話し合いによって詳細決定）
○ボーリングご招待券
世帯数の２倍ぐらいあります。

（11）本部より
会計：（笹崎会計）
○ 自治会費未納の組は、次回定例会(５月７日)までに出して下さい。
○ 祝賀会 会費２０００円の未納の方は、会終了後徴収します。
書記：（荻原書記）
世帯数（会員数）の確認
定例会ごとに変更がある場合には報告して下さい。

（12）専門部員の役割・構成員の一覧表に基づく部員決め（武田副会長）
・ 自治会館使用時の受け付け等 金津（13）
・ ビラ等の受け取りと配布
高山（６）
・ 会計
野口（11）
・ 福祉部
松本（３）
上記役割については申告にて、決定する。
以下役割分担においては抽選にて決定
・ 広報部
横山（７）
・ 体育部・青婦部
黒川（２）、阿部（９）、手塚（10）、有福（14）
・ 文化部
麻生（１）、相山（１）、南谷（７）、笠原（９）、前田（14）
・ 防犯部・環境部
藤村（２）、小清水（５）、菅野（14）
・ 福祉部
小野沢（９）
（13）配布先の確認（公民館配布担当）
複数組長のいる組に対し、配布先を確認した。
以上
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