平成 20 年度小山二丁目自治会引き継ぎ会議事録（３月）
１．日

時

平成２０年３月 23 日（日）

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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

15:05～15:40

欠席：廣田(２組)・織裳(９組)
飛澤(９組)･藤田(11 組)

原

（１） 配付資料の確認
①

「会員訃報の手順」

② 「訃報」掲示用
③ 「小山二丁目自治会緊急連絡網」
④

「小山二丁目自治会組み分け図」

⑤

「小山二丁目自治会規約集」

⑥

｢副部長、協力員の定義｣

（２） 「会員訃報の手順」について（武田会長）
【資料① 「会員訃報の手順」】参照
【資料② 「訃報」掲示用】参照
組長の役割を確認
（３）「緊急連絡網」について（武田会長）
【資料③ 「小山二丁目自治会緊急連絡網」】参照
緊急時の連絡方法の確認
（４） 「地図小山二丁目自治会組み分け図」について（武田会長）
【資料④ 「小山二丁目自治会組み分け図」】参照
小山二丁目の組み分け地図を確認し、組範囲を知る
組長さん宅の確認
（５） 「規約集」について（武田会長）
【資料⑤ 「小山二丁目自治会規約集」】参照
規約集です、よく読んで内容の把握をして下さい。
（６） 「副部長、協力員の定義」について（武田会長）
【資料⑥ 「副部長、協力員の定義」】参照
自治会規約にない部分の補足説明

1／２

（７） 「平成２０年度専門部員の役割・構成員一覧表(案)」について（武田会長）
３月２日（日）新組長説明会にて配布済み資料
専門部員の役割等説明
組長さんより専門部員の選出

（８） 本部より
書記：（荻原）
○ 自治会会員数の確認および出席簿の記入確認について
定例会のときに会員数を各組確認します。
次回定例会より出席簿への記入をお願いします。
○ 「メーリングリスト」について
各種情報の伝達のために小山二丁目本部役員用メーリングリストと
自治会員用のメーリングリストがあります。
次回定例会にて、携帯電話番号およびアドレスを記入して頂ける方はお願いします。

以上

2／２

平成 20 年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）
１．日

時

平成２０年４月５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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～20:30

欠席：廣田(２組)・小川(９組)･織裳(９組)
飛澤(９組)･藤田(11 組)

原

（１） 配付資料の確認（書記：荻原）
①

「自治会館年度別使用明細表」

② 「平成２０年度専門部員の役割・構成員一覧表」
③

「自主防災隊員名簿」

④

「自治会、防犯・防災・交通部スケジュール」

⑤

「平成２０年度

⑥

「高齢者地域情報誌【御長寿万歳

⑦

「自治会役員名簿(アドレス)」

公園掃除当番表」
便利帳】」

⑧

｢平成２０年度小山二丁目自治会定期総会議事録｣

⑨

｢平成２０年度小山二丁目自治会引き継ぎ会議事録｣

（２） 「防犯部引き継ぎ」について（武田会長）
３月２９日(土)

前防犯部長との引き継ぎを行いました。

（３）「公民館への資料提出」について（武田会長）
３月３１日(月)
平成２０年度自治会役員名簿・自治会加入世帯調査票・活動申出書・
公園使用等調査票・活動報告書等を公民館へ提出しました。
（４） 「調整会議」について（武田会長）
４月５日(土)

１８時より

寿老会・お花畑の会・囲碁部・いきいきサロン・ウォーキングクラブ・ふれあいネ
ットワーク・育成会・少年野球・ドッチボール等の団体責任者による自治会館使用
に関する調整会議を行いました。
（５） 「小山小学校入学式」について（武田会長）
４月７日(月)

自治会を代表して出席します。

交通安全啓蒙活動として、啓発パンフレットの配布を自治会より（須田環境部長・
石塚前防犯部長）で行います。

1／4

（６） 「連合会総会」について（武田会長）
４月１２日(土)実施の予定
（７） 「専門部長会議」について（武田会長）
４月１７日(木)～１９日(土)
文化部・体育部・青婦部の責任者会議（各専門部長の出席をお願いします。）
（８） 「助成金」について（武田会長）
５月１０日(土)

１８時から

自治会館（中会議室：１階）

小山二丁目自治会助成金授受団体への協力要請と助成金引き渡しを行います。
（育成会・寿老会・ソフトボール部・お花畑の会・いきいきサロン・囲碁クラブ）
（９） 「自治会館年度別使用明細表」について（武田会長）
【資料① 「自治会館年度別使用明細表」】参照
平成１９年度自治会館団体別使用回数明細表
平成１９年度自治会館団体別使用時間数明細表
平成１９年度自治会館団体別使用延べ人数明細表は資料の通りです。
（１０） 「平成２０年度専門部員の役割・構成員一覧表」について（武田会長）
【資料② 「平成２０年度専門部員の役割・構成員一覧表」】参照
前回の３月２３日(日)に選出したものをまとめました。

（１１） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○ なし
体育部：（山本部長）
○ 「ソフトボール大会」について
５月１８日(日)

ソフトボール大会(清新公民館主催)が開催されます。

ぜひご参加下さい。選手・応援をお願いします。(後日詳細報告説明します。)
文化部：（加藤部長）
○ 「ふるさとまつり」について
次回定例会（５月）において説明します。
防犯部：（伊藤部長）
○ 「防犯灯」について
４７３番防犯灯切れ

修理依頼済み・・・４月５日修理済み

2／4

○ 「自主防災隊員名簿」について
【資料③ 「自主防災隊員名簿」】参照
今年度もよろしくお願いします。
○ 「スケジュール」について
【資料④ 「自治会、防犯・防災・交通部スケジュール」】参照
一覧表にまとめてみましたので、ご確認下さい。
○ 「引き継ぎ」について
４月２６日(土)

１７時より前防犯部長との引き継ぎを行います。

○ 「防災会議」について
４月２６日(土)

１７時３０分より行います。

防災隊員の出席をお願いします。
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
６月より実施します。詳細は後日連絡します。
環境部：（須田部長）
【資料⑤ 「平成２０年度

公園掃除当番表」】参照

○ 「公園掃除」について
今年度も公園清掃を定例会の翌日朝８時３０分から実施します。
集合みどり公園

→

くすのき公園

４月６日（日）8:30 みどり公園集合

→

さざんか公園の清掃

公園清掃

担当の確認

○ 「全員清掃」について
年に３回実施する全員清掃は、指定日朝９時から実施します。
集合場所：小山二丁目自治会館
福祉部：（石母田部長）
○ 「お花見・ボーリング大会」について
４月５日(土)

南橋本ボウル・小山中学校裏線路沿いにて実施しました。

４月上旬に自治会行事として今後も実施したい。
○ 「ボーリング券」について
各組で配布をお願いします。一世帯に 1.5 枚の割合で配布できます。ご利用下さい。
○ 「お花畑の会」「囲碁」「ウォーキング」参加について
参加者を募集します。お願いします。

3／4

（１２） 「小山二丁目地区民生委員・児童委員」より
金井 ハツエ（℡：773-6356）小山二丁目４.５.７.８.９.１０
田邊 陽子

（℡：772-2327）小山二丁目１.２.３.６.１１

を担当します。

ご高齢の方に地域情報誌をお配りします。
【資料⑥ 「高齢者地域情報誌【御長寿万歳

便利帳】」】参照

困ったときには、お気軽にご相談下さい。
自治会行事（花火・夏祭り・もちつき大会）に参加します。

（１３） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「町内会費」について
次回定例会（５月）に自治会費を徴収します。お願いします。
各組において、対応が異なりますので前組長に確認して下さい。
マンションは一般的に直接銀行振り込みになっています。
書記：（荻原）
○ 「自治会役員名簿(アドレス)」 について
【資料⑦ 「自治会役員名簿(アドレス)」】参照
情報の伝達をスムーズに行うためにメーリングリストを使用することもあります。
携帯電話番号およびアドレスを記入していただける方はお願いします。
○ 「自治会定例会および各種行事への出欠席」について
定例会にて、ノート（出席簿）への記入をお願いします。
欠席の場合は事前に会長に連絡をしてください。
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定期総会議事録」について
【資料⑧ 「平成２０年度小山二丁目自治会定期総会議事録」】参照
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会引き継ぎ会議事録」について
【資料⑨ 「平成２０年度小山二丁目自治会引き継ぎ会議事録」】参照
○ 「自治会会員数の確認」について
定例会にて、毎回自治会会員数の確認をします。

以上

4／4

平成 20 年度小山二丁目自治会定例会議事録（５月）
１．日

時

平成２０年５月１０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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～20:30

欠席：廣田(２組)・横山(３組)・織裳(９組)
飛澤(９組)･藤田(11 組)・新井(11 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（１） 配付資料の確認（書記：荻原）
①

「花火観賞の夕べスケジュール（案）」

② 「花火観賞の夕べ実行委員会組織（案）」
③ 「わがまち小山」広報紙
④

「平成２０年度

⑤

「平成２０年度自治会役員名簿（アドレス）」

⑥

清新公民館

体育・レク事業計画」

｢平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）｣

（２） 「責任者会議」について（武田会長）
４月１７日から１９日に責任者会議（文化・青婦・体育）がありました。
各部長より報告があります。
（３）「日本赤十字への協力」について（武田会長）
５月１日から３１日までが運動期間です。
（４） 「地域まちづくり説明会」について（武田会長）
４月２６日（土）に行われました。

出席者：武田・池田・伊藤・金井

競輪車券場（アイワールド内）が開設する予定
（５） 「防犯会議」について（武田会長）
４月２６日（土）および５月１０日（土）
（６） 「国会へ陳情

防犯会議を行いました。

法務省管理の空き地」について（武田会長）

空き地利用について
４月２５日（金）

出席者：武田・池田・早川
国会にいて陳情してきました。

（７） 「各団体への助成金引き渡し」について（武田会長）
５月１０日（土）

各団体への助成金引き渡しを行いました。

1／４

（８）「地域清掃」について（武田会長）
６月１日（日）が市民清掃の日ですが、小山二丁目自治会は５月１１日に行います。
（９）「花火観賞の夕べ」について（武田会長）
【資料① 「花火観賞の夕べスケジュール（案）」】参照
【資料② 「花火観賞の夕べ実行委員会組織（案）」】参照
第１回実行委員会

５月１１日（日）打ち合わせの予定

３自治会合同の行事でコーナンの屋上にて、花火の観賞を行う。
（10）「ソフトボール大会」について（武田会長）
５月１８日（日）清新中学校にて行われます。
（11）「自治会長研修会」について（武田会長）
５月２４日・２５日

筑波・成田山方面に行ってきます。

（12）「交通安全教室」について（武田会長）
５月２９日

小山小学校にて行われます。

出席者：武田・須田

（13）「健康ウォーキング」について（武田会長）
６月１日に清新公民館集合で行われます。
（14）「森田監事さん」について（武田会長）
春の叙勲（瑞宝章）受賞おめでとうございます。
祝賀会５月２６日（月）ベルヴィ相模原にて開催予定

（15） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○ 広報紙「わがまち小山」について
【資料③ 「わがまち小山」広報紙】参照

各世帯への配布をお願いします。

○ 「自治会 Web ページ」について（荻原）
今回自治会ホームページを更新しました。
今後各部の活動内容等充実していきたいと思いますのでご協力をお願いします。
体育部：（山本部長）
○ 「清新公民館

事業計画」について

【資料④ 「平成２０年度
★印

清新公民館

体育・レク事業計画」】参照

自治会参加行事

○ 「ソフトボール大会」について
清新公民館区親睦ソフトボール大会
参加者の確認

2／４

１１時３０分

清新中学校集合

○ 「健康ウォーキング」について
健康ウォーキング

９時３０分

清新公民館集合

参加者の確認

文化部：（加藤部長）
特にありません。
防犯部：（伊藤部長）
○ 「防犯会議」について
４月２６日（土）

第１回防犯会議実施

年間計画の説明

５月１０日（土）

第２回防犯会議実施

自主防災訓練について

○ 「自主防災訓練」について
６月２９日（日）小山二丁目自主防災訓練実施
組長および自治会役員全員の参加をお願いする。
青婦人部：（船田部長）
○ 「平成２０年度公民館事業」について
担当者への連絡済み。ご協力お願いします。
○ 「愛のパトロール」について
６月より実施の予定です。
環境部：（須田部長）
○ 「５月１１日(日)

地域清掃」について

明日（１１日）雨天の予報なので１８日（日）に変更

９時

自治会館集合

福祉部：（石母田部長）
○ 「ボーリング券」について
配布してください。
○ 「日本赤十字活動への協力」について
６月７日（土）定例会に集金します。
一世帯３００円（原則）
５００円以上は社員証を配布してください。領収書配布
７・９・１４組は自治会へ振り込んでください。（５月末までにお願いします。）

3／４

（16） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「自治会費」について
定例会終了後各組集金します。
書記：（荻原）
○ 「自治会役員名簿（アドレス）」について
【資料⑤ 「平成２０年度自治会役員名簿（アドレス）」】参照
メーリングリスト（本部役員および専門部・自治会員）を活用して下さい。
○ 「小山二丁目 Web ページ」更新について
Web ページの感想・ご意見をお聞かせ下さい。
清新公民館との相互リンクについて
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）」について
【資料⑥ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（４月）」】参照
○ 自治会会員数の確認および出席簿の記入確認

以上
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平成 20 年度小山二丁目自治会定例会議事録（６月）
１．日

時

平成２０年６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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～21:20

欠席：廣田(２組)・小林(２組)
織裳(９組)･山之内(14 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
①

「H20 年度

花火観賞の夕べ

② 「花火観賞の夕べ

実行委員会組織（案）」

実行委員会名簿」

③ 「都市計画道路大山氷川線道路改良工事

工事説明会」

④

「H20 年度

ふるさとまつり模擬店販売目標」

⑤

「自家製氷製作担当者一覧」

⑥

「平成２０年度

清新ふるさとまつり打ち合わせ事項（役割分担）」

⑦

「平成２０年度

愛のパトロール当番表」

⑧

回覧「小山二丁目の夏祭りに参加しよう」小山中同好会

⑨

「小山二丁目町民防災訓練（案）」

⑩

「訓練準備・訓練内容とスケジュール」

⑪

「平成２０年度防災訓練必要器具、用具、食材

⑫

「どんぐり公園

⑬

回覧「町民参加（大人・子供）の防災訓練」

⑭

「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（５月）」

一覧表」

見取り図」

（2） 「地域清掃」「ソフトボール大会」「健康ウォーキング」について（武田会長）
５月１８日（日）・６月１日（日）ご苦労様でした。
（3） 「花火観賞の夕べ」について（武田会長）
【資料①

「H20 年度

花火観賞の夕べ

【資料②

「花火観賞の夕べ

実行委員会組織（案）」】参照

実行委員会名簿」】参照

８月３０日（土）開催予定
実行委員会

第１回打ち合わせ

５月１１日（日）小山二丁目自治会館

第２回打ち合わせ

６月

第３回打ち合わせ

７月１３日（日）小山二丁目自治会館

荻原書記より、説明および連絡

1／4

８日（日）小山二丁目自治会館

（4） 「清新ふるさとまつり」について（武田会長）
責任者

池田副会長

模擬店責任者

加藤文化部長

出店物

ラムネ・かき氷・じゃがバタマヨ・たこ焼き

注 今年から出店料 ２０００円 →電気料・ゴミ処理代
○
設営・解体担当

山畔（７組）・小池（12 組）

（5） 「自治会長研修会」について（武田会長）
５月２４日～５月２５日

筑波・成田山方面に行ってきました。

（6） 「交通安全教室」について（武田会長）
５月２９日（木）

池田会長・須田環境部長が出席

小山小学校で実施しました。
（7） 「都市計画道路大山氷川線道路改良工事
【資料③

工事説明会」について（武田会長）

「都市計画道路大山氷川線道路改良工事

工事説明会」】参照

５月１７日（土）および６月１日（日）工事説明会がありました。
荻原書記より、説明および連絡
（8） 「清新地区懇親会」について（武田会長）
５月３１日（土）池田副会長・早川副会長が出席
（9） 「防犯灯の新設」について（武田会長）
６月２４日（火）締め切り

伊藤防犯部長調査中（３灯新規の予定）90％補助

（10） 「掲示板の新設」について（武田会長）
予算の都合で４年に１回 →小山二丁目 平成２１年（予算５万円 /新設・修理）
【連合会

年２０万円→４自治会】

（11） 「愛のパトロール」について（武田会長）
【資料⑦

「平成２０年度

愛のパトロール当番表」】参照

船田青婦部長より説明および連絡
（12） 「清新ふるさとまつり」について（武田会長）
【資料④

「H20 年度

ふるさとまつり模擬店販売目標」】参照

加藤文化部長より説明および連絡
（13） 「氷製作」について（武田会長）
【資料⑤

「自家製氷製作担当者一覧」】参照

加藤文化部長より説明および連絡
（14） 「６月の予定」について（武田会長）
６月１０日（火）清新ふるさとまつり
６月１５日（日）ビーチボール大会

場所の抽選会

加藤文化部長

不参加

６月２４日（火）自治会長会議
６月２９日（日）小山二丁目自主防災訓練
７月

５日（土）自治会大会

伊藤防犯部長より説明および連絡

１３時３０分～１６時１５分（開場：１３時）
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相模原市民会館ホール
７月

地域活動功労者感謝状贈呈式（加藤文化部長表彰）

５日（土）自治会館使用予約の調整会議

（15） 「祝賀会」について（武田会長）
森田光男監事

春の叙勲（瑞宝小授章）授賞おめでとうございます。

５月２６日（月）ベルヴィ相模原にて開催（１１名参加）
（16） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○ 特になし
体育部：（山本部長）
○ 「清新公民館親睦ソフトボール大会」について
５月１８日（日）ご苦労様でした。
結果は、小山二丁目４－１５清新二丁目

小山二丁目０－１５中央四丁目でした。

○ 「健康ウォーキング」について
６月

１日（日）ご苦労様でした。（８名の参加）

○ 「ビーチボール大会」について
参加者が集まらず、不参加とします。
文化部：（加藤部長）
○ 「清新ふるさとまつり」について
【資料④ 「H20 年度

ふるさとまつり模擬店販売目標」】参照

【資料⑥ 「平成２０年度清新ふるさとまつり打ち合わせ事項（役割分担）」】参照
７月１９日（土）・２０日（日）実施
内容説明と日程確認および模擬店役割分担の決定
７月５日

定例会にて全体役割分担決定

○ 「自家製氷製作」について
【資料⑤ 「自家製氷製作担当者一覧」】参照
各行事における分担確認
防犯部：（伊藤部長）
○ 「小山二丁目自主防災訓練」について
【資料⑨ 「小山二丁目町民防災訓練（案）」】参照
【資料⑩ 「訓練準備・訓練内容とスケジュール」】参照
【資料⑪ 「平成２０年度防災訓練必要器具、用具、食材
【資料⑫ 「どんぐり公園

一覧表」】参照

見取り図」】参照

【資料⑬ 「回覧「町民参加（大人・子供）の防災訓練」」参照
実施要項での確認事項および訓練準備・訓練内容とスケジュール
○ 「防犯灯」について
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組長さんが各組の防犯灯をチェックしてください。
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
【資料⑦ 「平成２０年度

愛のパトロール当番表」】参照

平成２０年度の愛のパトロール当番表です。各自確認してください。
６月２０日と３月１３日は７時３０分に公民館集合、その他は８時に小原公園集合
○ 「夏祭り」について
【資料⑧

回覧「小山二丁目の夏祭りに参加しよう」小山中同好会】参照

小山中同好会による「小山二丁目の夏祭り」への参加者募集の案内です。回覧をお
願いします。
環境部：（須田部長）
○

５月１８日(日)

一斉清掃ご苦労様でした。

○ ６月８日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

福祉部：（石母田部長）
○ 「ボーリング券」について
各世帯 1.5 倍数

配布

○ 「日本赤十字活動への協力」について
本定例会後募金回収
組と世帯数

お金の計算と領収書の発行を行います。

金額等記入した封筒の提出

○ 「防災講演会」について
７月５日（土）時間未定
自治会大会

１３時３０分から行われるため、時間の調整を行っています。

（17） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「自治会費」について
書記：（荻原）
○ 「花火観賞の夕べ」について
実行委員会の組織および名簿の提示
○ 「都市計画道路大山氷川線道路改良工事
小山公園西側道路

工事説明会」について

相模線地下道路工事について説明

○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（５月）」について
【資料⑭ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（５月）」】参照
○ 自治会会員数の確認および出席簿の記入確認
以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（７月）
１．日

時

平成２０年７月５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

池田副会長

５．記

録

早川

６．内

容

19:30～20:30

欠席：荻原（書記）･廣田(２組)
織裳(９組) ･飛澤(９組)

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
① 【第３１回「清新ふるさとまつり」のご案内】
② 「第３１回清新ふるさとまつり抽選券」
③ 「‘０８清新ふるさとまつり打ち合わせ事項（役割分担）」
④ 「ふるさとまつりマニュアル（ラムネ・かき氷・じゃがバター・たこ焼き）」
⑤ 「災害弱者調査御協力の御願い」
⑥

秘 「小山二丁目
○

災害弱者調査表（案）」

⑦

回覧「バザー開催のお知らせと出品のお願い！」夏祭り

⑧

回覧【小山小「学校だより」】

⑨ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（６月）」
（2） 「ふるさと祭り」準備会について（武田会長）
【資料① 【第３１回「清新ふるさとまつり」のご案内】】参照
【資料② 「第３１回清新ふるさとまつり抽選券」】参照
６月１０日、７月１日

出席

小山二の出店の詳細は加藤文化部長より詳細説明がある。
模擬店場所は１２番で本部の横
案内状の配布、抽選券の配布をお願いする。
（3） 「公民館５０周年記念の準備」について（武田会長）
寄付金目標２００万に対して、３００万集まった。１１月に盛大に行われる。
（4） 「社会福祉協議会」の活動資金について（武田会長）
一般２００円；集金は行わず、予算通りの８万円を振り込む（８月末）
特別会員１０００円；民生委員が集金する。
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（5） 「ごみ減量推進」について（武田会長）
６月２５日に市主催の説明があった。須田環境部長出席。
（6） 「自治会大会」について（武田会長）
７月５日市民会館で行われた。加藤部長が表彰された。
池田副会長、早川副会長、加藤部長、武田が出席。
（7） 「防災訓練」について（武田会長）
当日は雨で公園での行事は中止となったが、自治会館で給食・給水訓練を行った。
また、反省会でいろいろな意見を交わした。ご苦労様でした。
（8） 「防犯灯の申請」について（武田会長）
今年度の申請は新設２灯（５組、１１組）、再設（５組、１１組）２灯。
（9） 「掲示板の申請」について（武田会長）
小山二は来年度であったが、今年度の予算が余ったので１基置き替える。
３組の掲示板が古くなっているので、これを置き換える。
（10） 「７月の予定」について（武田会長）
ふるさと祭り、夏祭りの買い出し：７月１２日

１０：００より

夏祭りの出店者との打ち合わせ：７月２０日

ふるさと祭り終了後

ごみ減量後援会：７月１２日

須田環境部長

あじさい会館

小山小祭り準備会議：７月１７日
運動会準備会議：７月２４日

小山小

公民館

船田青婦人部長

自治会活動の取材：６月末～９月末

山本体育部長
荻原書記

（11） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○

特になし。

体育部：（山本部長）
○ 町民運動会について
７月２４日

準備委員会に出席する。

早めに回覧していただき、参加メンバーを決定したいと思います。
文化部：（加藤部長）
○ ふるさと祭りについて
【資料③ 「‘０８清新ふるさとまつり打ち合わせ事項（役割分担）」】参照
【資料④ 「ふるさとまつりﾏﾆｭｱﾙ（ﾗﾑﾈ・かき氷・じゃがﾊﾞﾀｰ・たこ焼き）」】参照
担当者参加の確認；山畔さんが都合により欠席のため新井さんに変更
連合会担当；小池さん、新井さん（ヘルメットを持参のこと）
役割分担の確認
本部役員、かき氷担当は９：００自治会館集合（準備、発泡スチロールの清掃）
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ラムネを冷やす氷の担当；本部役員、奇数組は１９日

４：００

偶数組は２０日

８：３０

買出し；７月１２日
出店の練習；７月９日

１９：００

防犯部：（伊藤部長）
○ 防災訓練について
６月２９日は雨で室内の訓練のみ。雨の場合の連絡方法の強化が必要。
青婦人部：（船田部長）
○ 愛のパトロールについて
７月２５日（金）２０時

小原公園集合

当番者と集合場所の確認

当番にあたっている人は、よろしくお願いします。
環境部：（須田部長）
○

６月８日(日)

公園掃除ご苦労様でした。

○

７月６日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

三角地帯の草が伸びているので、草刈りを行う。
○ 相模原ごみダイエットの講演会について
７月１２日あじさい会館で行われる。出席予定者は須田さん、上床さん、石川さん
福祉部：（石母田部長）
○ 赤十字募金について
１７９，９００円集まった。ご苦労様でした。
○ ボーリング券について
残券は戻してください。
○ 防災講演会について
７月５日

１３：３０に行われた。出席人数は２５名。

○ 災害弱者調査協力のお願いについて
【資料⑤ 「災害弱者調査御協力の御願い」】参照
秘 「小山二丁目
【資料⑥ ○

災害弱者調査表（案）」】参照

各組長が把握してほしい。調査票は９月の定例会議に提出。
あくまでも解る範囲で調査し、詳細調査は本部で行う。
（12） 本部より
会長：（武田会長）
○ 夏祭りのバザーの協力について
【資料⑦

回覧「バザー開催のお知らせと出品のお願い！」】参照

回覧資料で品物を集める。
７月２０日までに自治会館に集結のこと。
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書記代理：（武田）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（６月）」について
【資料⑨ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（６月）」】参照
○ 「自治会員数の確認および出席簿の記入確認」について

以上
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平成 20 年度小山二丁目自治会定例会議事録（８月）
１．日

時

平成２０年７月 26 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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～21:00

欠席：勝野(広報部長)・廣田(２組)
織裳(９組)･藤田(11 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
①

回覧「県民のまもり」

②

「第５１回町民運動会種目」

③

「’０８

夏祭り

スケジュール＆役割内容」

④

「’０８

夏祭り

スケジュール＆役割分担」

⑤

「2008 年度版

⑥

「花火観賞の夕べ」実行委員会組織および名簿

⑦

「花火観賞の夕べ」第３回実行委員会議事録

⑧

｢平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（７月）｣

小山二丁目

街灯

配置図」

（2） 「清新ふるさとまつり」について（武田会長）
７月 19・20 日（土・日）

お疲れ様でした。

天気も良く、売り上げも目標に達することができました。
（3） 「夏祭り」について（武田会長）
８月２・３日（土・日）に自治会最大行事の「夏祭り」よろしくお願いします。
（4） 「花火観賞の夕べ」について（武田会長）
８月３０日（土）に３自治会（清新四・小原・小山二）合同による「花火観賞の夕
べ」の行事が予定されています。ご協力をお願いします。
（5） 「夏祭り

金券」について（武田会長）

各世帯へ案内＆金券および抽選券の配布をお願いします。
（6） 「小山小学校

避難所訓練」について（武田会長）

7 月 7 日（月）に打ち合わせ

避難所訓練開催日：11 月 19 日（水）

（7） 「ゴミ減量推進会」について（武田会長）
7 月 12 日（土）須田環境部長・上床文化副部長が参加
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（8） 「花火観賞の夕べ」実行委員会について（武田会長）
7 月 13 日（日）第三回実行委員会

参加者募集・景品の申し込み

（9） 「ねぶた祭り」打ち合わせについて（武田会長）
7 月 16 日（水）第一回打ち合わせ

全体の日程および体制確認

（10） 「小山小祭り」打ち合わせについて（武田会長）
7 月 17 日（木）第一回打ち合わせ

全体の日程確認

（11） 「消防操法大会」激励会について（武田会長）
7 月 27 日（日）激励会
（12） 「小山小学校

「消防操法大会」開催日：7 月 30 日（水）

避難所訓練」について（武田会長）

8 月 4 日（月）第二回打ち合わせ
（13） 各部専門部より
広報部：
○ 特にありません
体育部：（山本部長）
○ 「町民運動会」について
【資料② 「第５１回町民運動会種目」】参照
・ 開催日時：９月７日（日）清新小学校

６時３０分自治会館集合

・ 種目等の説明
・ 運営委員、会場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、自転車整理の委員の選出は体育部に一任して下さい。
・ 行事傷害補償制度で支払われる補償保険金について
文化部：（加藤部長）
○ 「清新ふるさとまつり」について
皆様の御協力ありがとうございました。

反省事項

初日集合時間の検討

○ 「夏祭り」について
【資料③ 「’０８

夏祭り

スケジュール＆役割内容」】参照

【資料④ 「’０８

夏祭り

スケジュール＆役割分担」】参照

・ 小山二丁目自治会が主催する行事で、１日目が盆踊りおよびビンゴゲーム等
２日目がゲームおよび抽選会等が行われる。
・ 日程確認と内容説明および役割分担
防犯部：（伊藤部長）
○ 「街灯」について
【資料⑤ 「2008 年度版

小山二丁目

街灯
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配置図」】参照

・ 管理台帳および街灯配置図の再配布
・ 各組長さん担当の街灯をいつも確認して下さい。何かあれば防犯部長まで
ご連絡下さい。
・ ４６７番の街灯が切れそうになっています。
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
7 月 25 日（金）パトロールご苦労様でした。
8 月 1 日（金）パトロール当番者の確認

よろしくお願いします。

環境部：（須田部長）
○

７月６日(日)

公園掃除ご苦労様でした。

○ ８月１０日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

福祉部：（石母田部長）
○ 「ボーリング券」について
世帯数の 1.5 倍配布

各組配布をお願いします。

（14） 本部より
副会長：（早川）
○ 「夏祭り」について
代理

会計報告

模擬店販売収益金の報告

書記：（荻原）
○ 「花火観賞の夕べ」について
【資料⑥ 「花火観賞の夕べ」実行委員会組織および名簿】参照
【資料⑦ 「花火観賞の夕べ」第３回実行委員会議事録】参照
・ 各係分担の確認
会場設営／解体・・・石川・山之内・原
受付・・・・・・・・藤田・大山
接待・・・・・・・・横山
警備・・・・・・・・山畔・吉開・加藤（武）
模擬店：店長：加藤文化部長
焼きそば／たこ焼き

店長代理：須田環境部長
：菅原・河野・廣田

ビール・ジュース・ラムネ：小林・友野・今野・織裳
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かき氷

：石母田・新井・小池・小川・高尾・吉澤・飛澤

会計

：関

電気

：上床

・ 第３回実行委員会より、「花火観賞の夕べ参加者募集について」
先日各組の回覧にて、参加者を募集しました。（7 月 27 日申し込み締め切り）
本日お持ちの組長さんは、定例会終了後提出して下さい。また、まだの組について
は早めに荻原まで提出して下さい。なお、提出の際各組の役員を確認して下さい。
・ 第４回実行委員会について
８月 10 日（日）に小山二丁目自治会館で行います。全員の出席をお願いします。
当日「入場券」および「飲食引換券」・「プログラム＆お願い」等の配布予定
役割分担の打ち合わせ
・ 「第３回実行委員会議事録」について
内容を読んで確認して下さい。不明な点がありましたら荻原まで
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（７月）」について
【資料⑧ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（７月）」】参照
○ 自治会会員数の確認および出席簿の記入確認

以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（９月）
１．日

時

平成２０年９月６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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～21:30

欠席：廣田(２組)･織裳(９組)･飛澤(９組)
関(10 組)･藤田(11 組)･吉開(14 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
①

「清新公民館区第５１回町民運動会プログラム」

② 「平成２０年度

３号ねぶた（アライグマラスカル）制作日程」

③ 「清新地区防災訓練」
④ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（８月）」
（2） 「夏祭り」について（武田会長）
８月２・３日

「夏祭り」ご苦労様でした。

（3） 「花火観賞の夕べ」について（武田会長）
８月３０日
本日

「花火観賞の夕べ」は相模川増水のため中止

景品の抽選（高齢者および子供への景品は８月３０日配布済み）

９月１４日

会計監査（佐藤会計／小原／清田）

９月２１日反省会（ご苦労様会）
（4） 「自治会長会議」について（武田会長）
・ １０月３日

「環境・交通・防犯合同研修会」（武田会長・山本体育部長）
立川防災館・サントリー武蔵野視察

・ １０月１９日

「清新地区防災訓練」
（設営／解体

２名

車椅子１台

小山小学校へ）

９月８日小山小避難所打ち合わせ
（各自治会２名・・・２．３年活動可能な人）
須田環境部長・加藤武環境副部長
・ 「防犯灯」

申請通り

４灯（伊藤防犯部長

・ 「掲示板」

予算が余ったので
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→

二幸電気へ依頼済み）

小山二は２１年度

→

前倒しで１台（６組を入れ替える）
当初３組を予定していたが６組に変更
（理由：６組の方が古い／撤去は自治会で）

（5） 「町民運動会」について（武田会長）
９月７日

「町民運動会」

山本体育部長が監督

（6） 「地域清掃」について（武田会長）
９月１４日

「地域清掃」

須田環境部長

（7） 「ねぶた」について（武田会長）
１０月１２日

「相模ねぶたカーニバル」
８月３１日より駅前公園でねぶた製作
これからの土日で製作作業を行う。組長を含めて２回以上の参加

（8） 「ＰＴＡ交流事業」について（武田会長）
１０月６日

小山中：アカペラグループ

コンサート（山本体育部長）

（9） 「小山二丁目自治会紹介」について（武田会長）
９月２０日

小山二丁目自治会館にて、自治会活動の紹介

市役所より２名

武田会長・池田副会長・早川副会長・勝野広報部長・荻原書記
（10） 「清新公民館５０周年記念」について（武田会長）
１１月９日

公民館５０周年記念参加者

武田会長・池田副会長

（11） 「自主防災の活動計画」について（武田会長）
自主防災の活動計画（９月末）

伊藤防犯部長（９月１４日午前

打ち合わせ）

（12） 「ゴミ置き場塗装」について（武田会長）
１１組のゴミ置き場

いたずら書きを消すための塗装完了

（13） 「水たまり」について（武田会長）
１２組

信号なし交差点

→

雨水等が路面にたまるところの修復
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（14） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○ 特になし
体育部：（山本部長）
○ 「町民運動会」について
【資料① 「清新公民館区第５１回町民運動会プログラム」】参照
自治会館集合

６時３０分（男性の方）

清新小学校集合

８時（女性の方）

種目別参加予定者の選出および確認
反省会準備分担
○ 「グランドゴルフ大会」について
１０月１８日（土）に行います。

参加希望者は、申し出て下さい。

文化部：（加藤部長）
○ 「小山二夏祭り」について
無事終了することができました。ありがとうございました。
○ 「ねぶた制作」について
【資料② 「平成２０年度 ３号ねぶた（アライグマラスカル）制作日程」】参照
制作参加者の募集

分担・作業内容の確認

○ 「ねぶたまつり」について
ねぶたパレード・模擬店等役割分担については、次回定例会にて検討
防犯部：（伊藤部長）
○ 「清新地区防災訓練」について
【資料③ 「清新地区防災訓練」】参照
１０月１９日

清新地区防災訓練の参加要請

会場準備解体（２名）：高尾・阿部さん
次回定例会にて、細案の確認
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
９月２６日（金）小原公園

２０時集合

担当者の確認

当番になっている方は、よろしくお願いします。
環境部：（須田部長）
○ ９月１４日（日）９:００自治会館集合
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地域清掃

町内・公園・自治会館等の清掃のため全員集合です。よろしくお願いします。
福祉部：（石母田部長）
○ 「小山二丁目災害弱者調査表」について
本日提出または、１０月の定例会までにお願いします。
○ 「ボーリング券」について
９月のボーリング無料券の配布はありません。

（15） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「自治会費」について
自治会費後期分の集金を次回の定例会までにお願いします。
書記：（荻原）
○ 「花火観賞の夕べ」について
景品の抽選会（高齢者・子供・一般）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（８月）」について
【資料④ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（８月）」】参照
○ 「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について

以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）
１．日

時

平成２０年 10 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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～20:30

欠席：大山(１組)・織裳(９組)・飛澤(９組)
藤田(11 組)・小池(12 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認（荻原）
①

「オレオレ詐欺に注意！！」

② 「緊急
③

交番速報」

自治会報「わがまち小山」

④ 「防犯部からの連絡事項」
⑤

｢小山発未来行きまつり

第２回実行委員会

資料｣

⑥ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（９月）」
（2） 「組長さんの交代」について（武田会長）
２組の組長廣田さんが転居のため、伊藤さんに交代
（3） 「2009 自治会員名簿」について（武田会長）
氏名・電話番号の確認

掲載の確認

強制ではない。

掲載の確認がとれた世帯のみに配布（広告費で作成されている。）
１０月依頼

１１月回収

１２月査閲

２月発行の予定

（4） 「共同募金」について（武田会長）
赤い羽根
年末助け合いの共同募金（石母田福祉部長より説明）
11 月 11 日金額リスト提出
（5） 「地域防犯連絡委員」について（武田会長）
昨年は連合会長
今年は自治会長追加

が委嘱

表示板を玄関へ取り付ける。
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（6） 「衆議院選挙

立会人」について（武田会長）

金井さんに依頼
（7） 「町民運動会」について（武田会長）
９月７日（日）町民運動会ご苦労様でした。
自治会対抗昨年９位から今年は８位でした。お疲れ様でした。
（8） 「花火観賞の夕べ」について（武田会長）
９月１４日(日)会計監査
９月２１日(日)反省会
特に雨天中止の扱いについて協議
原則的には、花火大会が中止でも雨や風等考慮して、実施可能ならば行う方向
（9） 「市役所への自治会説明紹介」について（武田会長・書記荻原）
９月２０日(土)自治会館にて、市役所より２名（峰岸さん・中村さん）
市役所職員による取材結果は、自治会の活動内容および様子をまとめて事例集を作
成し、広く市民の皆様に広報する予定。
（武田会長・池田副会長・須田環境部長・山本体育部長・船田青婦部長・勝野広報
部長・上床文化副部長・書記荻原にて対応）
（10） 「環境・交通・防犯合同研修会」について（武田会長）
立川防災館・武蔵野サントリー工場の視察見学
（11） 「１０月事業」について（武田会長）
・ １０月１２日（日）「さがみねぶたカーニバル」（加藤文化部長より説明）
終了後反省会の予定９時頃より
・ １０月１８日（土）「グランドゴルフ大会」（山本体育部長より説明）
・ １０月１９日（日）「清新地区防災訓練」（伊藤防犯部長より説明）
（12） 「警察署」について（武田会長）
【資料① 「オレオレ詐欺に注意！！」】参照
【資料② 「緊急

交番速報」】参照

現在、オレオレ詐欺や自転車盗・ひったくり等犯罪が多発しているそうです。
注意して下さい。
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（13） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○

自治会報「わがまち小山

１０月号」について

【資料③ 『自治会報「わがまち小山」』参照
１０月号発行しました。会報の配布をお願いします。まだ、部数に余裕がありますの
で、必要な方はご報告下さい。
体育部：（山本部長）
○ 「町民運動会」について
９月７日（日）ご苦労様でした。

自治会対抗順位は８位でした。

反省会も活発でユニフォームの検討など意見が出ました。育成会との連携強化
メンバー選出の回覧は早めにして欲しいなど。
○ 「グランドゴルフ大会」について
１０月１８日（土）１３時

清新小学校集合

メンバーの確認

文化部：（加藤部長）
○ 「さがみねぶたカーニバル」について
１０月１１日（土）前夜祭（役員で行う）１３時駅前公園
１０月１２日（日）本祭（全員）
説明と役割分担

８時３０分

自治会館集合（男性の方全員）

女性の方は青少年相談センター（模擬店会場）１２時集合
１５時３０分

氷川公園集合（パレードの係り）

防犯部：（伊藤部長）
○ 「清新地区防災訓練」について
【資料④ 「防犯部からの連絡事項」】参照
１０月１９日（日）

８時自治会館集合（本部・自主防災隊）

他の方は小山小学校集合(８時４０分)
９時０５分

小山小学校出発

清新小学校へ

詳細説明と内容確認
防災訓練本部役員の選出

防災ボランティア・・・早川副会長
給食・・・・・・・・・山畔・吉澤さん

○ 「防犯灯」について
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
１０月２４日（金）小原公園

午後８時から

担当者の確認

当番にあたっている方は、よろしくお願いします。
○ 「小山小まつり」について
【資料⑤ ｢小山発未来行きまつり

第２回実行委員会
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資料｣】参照

１１月１５日（土）小山小学校
自治会館６時３０分（男性の方）

校庭
７時３０分（女性の方）小山小学校

当日のスケジュールの確認・当日欠席予定の確認
次回定例会において担当者の確認をします。
環境部：（須田部長）
○

９月１４日(日)

地域掃除ご苦労様でした。

○ １０月５日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

よろしくお願いします。
福祉部：（石母田部長）
○ 「共同募金」について
ポスターの掲示をお願いします。
赤い羽根募金(200 円)・年末助け合い募金(100 円)のお願い。強制ではない。
次回定例会『１１月１日（土）』にて集金します。
7・9・14 組は振込となります。（１０月２７日までに）
○ 「ボウリング無料券」について
配布をお願いします。余った券は返却をお願いします。
足りない場合には申し出てください。
○ 「災害弱者調査票」について
提出をお願いします。

（14） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「自治会費」について
自治会費後期分の集金を会終了後行います。
書記：（荻原）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（９月）」について
【資料⑥ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（９月）」】参照
○ 「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について

以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）
１．日

時

平成２０年 11 月１日（土）

２．場

所

小山二丁目自治会館

19:30～20:30

３．出 席 者

別紙出席簿参照

欠席：池田(副会長)・山本(体育部長)

４．進

行

荻

原

小林(2 組)･伊藤(2 組)･横山(3 組)

５．記

録

荻

原

小川(9 組)･織裳(9 組)･飛澤(9 組)

６．内

容

関(10 組)･藤田(11 組)

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認（荻原）
①

「防犯会議」

②

「2008 年小山小祭り」担当者別組織図

③ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）」
（2） 「ねぶたカーニバル」について（武田会長）
10 月 12 日（日）「ねぶたカーニバル」ご苦労様でした。
（3） 「グランドゴルフ」について（武田会長）
10 月 18 日（土）「グランドゴルフ」ご苦労様でした。
（4） 「防災訓練」について（武田会長）
10 月 19 日（日）「防犯訓練」ご苦労様でした。
（5） 「赤い羽根・歳末たすけあい募金」について（武田会長）
「赤い羽根・歳末たすけあい募金」ご苦労様でした。石母田福祉部長へ提出
（6） 「会員名簿のチェック結果」について（武田会長）
「会員名簿のチェック結果」ご苦労様でした。武田会長へ提出
（7） 「自治会長会議」より（武田会長）
○ 地域市政懇談会
11 月 13 日（木）清新公民館

武田会長が対応
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坂井副市長・岡本教育長が出席の予定
事前議題

①南橋本一部地域の警察署の管轄
②清新公民館の駐車場新設
③市道南橋本弥栄そう荘の歩道拡幅と段差解消

※小山二丁目自治会館前交差点の三角地帯は既に不動産に売却済みのため取りやめ
６組のゴミ収集所問題が浮上（武田副会長・石川組長と小原町で話し合う）
○ 防犯のつどい
11 月 27 日（木）１９時３０分～２１時３０分
各自治会から５名の動員（伊藤防犯部長・防犯部員・本部より

要請確認）

○ 公民館５０周年式典
11 月９日（日）武田会長・池田副会長・早川副会長

出席の予定

（8） 「11 月の行事他」について（武田会長）
○ 防犯灯

新および再設の申請・・・伊藤防犯部長

○ 小山小まつり【11 月１５日（土）】・・・船田青婦部長
○ インベントリー・・・・11 月実施／12 月の定例会でまとめ
○ ６組の掲示板
○ 地域の地図
○ ６組川手さん逝去
○ １３組笠原さん逝去
○ １２月の定例会について
12 月６日（土）１９時より

終了後忘年会

会費１０００円

（9） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○ 「各行事の写真」について
「小山二丁目ホームページ」にアップしています。是非ご覧下さい。
体育部：（代理：荻原）
○ 「グランドゴルフ大会」について
10 月 18 日（土）成績は団体も個人も３位以内に入ることはできませんでしたが、
おおいに楽しんだ様子でした。
「グランドゴルフ部を作ろうよ！」という意見もでるほどでした。
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文化部：（加藤部長）
○ 「ねぶたカーニバル」について
10 月 12 日（日）無事盛大に終了できました。ありがとうございました。
防犯部：（伊藤部長）
○ 「防犯会議」より
【資料① 「防犯会議」】参照
地区連防災訓練での気づいた点
○ 「防犯のつどい」について
11 月 27 日（木）１９時３０分～２１時３０分
５名の動員（伊藤防犯部長・防犯部員・本部より選出する。）後日連絡します。
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
11 月 28 日（金）２０時小原公園集合

担当者の確認

○ 「小山小まつり」について
【資料② 「2008 年小山小まつり」担当者別組織図】参照
11 月 15 日（土）

男性・・・自治会館６時３０分集合
女性・・・小学校に７時３０分集合

担当の確認および内容説明

当日よろしくお願いします。

環境部：（須田部長）
○

10 月５日(日)

公園掃除ご苦労様でした。

○ 11 月２日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

福祉部：（石母田部長）
○ 「募金」について
定例会終了後集金します。ご苦労様でした。
郵便局振込１１月４日
○ 「ボウリング券」について
１世帯 1.5 枚の配布です。
○ 「災害弱者の名簿」について
該当者がありましたらご連絡下さい。お願いいたします。
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（10） 本部より
副会長：（早川）
○ 「空き巣」について
４組で１０月２３日（木）昼間空き巣がありました。ご注意下さい。
書記：（荻原）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）」について
【資料③ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（10 月）」】参照
○ 「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について

以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（12 月）
１．日

時

平成２０年 12 月６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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:00～20:00

欠席：船田(部長)･菅原(１組)･伊藤(２組)
小川(９組)･織裳(９組)･飛澤(９組)
藤田(11 組)･友野(13 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
①

「せいしん５０年目のたより」清新公民館 創立５０周年記念誌

② 「わがまち小山」自治会広報紙
③

「Ｈ20

年末（歳末）パトロール」

④ 「餅つき大会」担当者別組織図
⑤ 「餅つき大会要項＆注意事項の説明」
⑥ 回覧「餅つき大会」
⑦

掲示用ポスター ｢餅つき大会｣

⑧ 「御長寿万歳

便利帳」

⑨ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）」
（2） 「１１月事業報告」について（武田会長）
清新公民館５０周年記念（11 月９日）
池田会長・池田副会長・早川副会長出席
各組へ記念誌の配布
【資料① 「せいしん５０年目のたより」清新公民館 創立５０周年記念誌】参照
小山小学校祭り（11 月１５日）
曇り空で寒かったが無事終了、お疲れ様でした。
相模原警察署との連絡協議会（11 月２７日）
警察署２名／武田会長・早川副会長で対応
駅周辺での犯罪が多い、小山二丁目は少ない。
防犯の集い（11 月２７日）
武田会長・早川副会長・須田環境部長・伊藤防犯部長・加藤文化部長出席
振り込め詐欺（自分は絶対に引っかからないと思っている人が引っかかりやすい）
相模原の犯罪状況（自転車盗・空き巣等）
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防犯灯の再設／新設

４灯完了（内１灯は１１組から４組へ）

ゴミ箱（６組）の対応

石川組長まとめ

掲示板置き換え
１２月８日

納品（須田環境部長受け取り）

１２月１３または１４日

工事（小山二丁目自治会対応）

（3） 「１１月自治会長会議」について（武田会長）
市政懇談会（11 月１３日）
１０月１９日清新地区防災訓練でひばり放送が聞こえなかった。（設定の問題）
自主防災組織リーダー研修（１２月２日）
清新連合で４名参加
（4） 「１２月の予定」について（武田会長）
忘年会（１２月６日）定例会後

会費１０００円

地区清掃（１２月２１日）須田環境部長
清新公民館掃除（１２月２０日

9:00～11:00

２名）須田環境部長

防犯パトロール（１２月２７・２８日）伊藤防犯部長
もちつき大会（１月１１日）船田青婦部長
看板・買い出し等準備
新年会（１月４日）１７時より

会費１０００円

（5） 「その他」について（武田会長）
インベントリーについて
１３組小林さん逝去

謹んでご冥福をお祈りします。

（6） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○

「わがまち小山」について
【資料② 「わがまち小山」自治会広報紙】参照
１２月号発行です。配布をお願いします。

「ふれあいネットワーク」の会への登録申請用紙か付いています。申し込まれる方
がありましたら、申請書を石母田福祉部長へ提出して下さい。
体育部：（山本部長）
○ 「清新地区体育部全体会」について（11 月２８日）今期の報告
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○ 「自治会研修旅行」について
２月末にバスにて石和温泉旅行を計画中
文化部：（加藤部長）
○ 特になし
防犯部：（伊藤部長）
○ 「年末パトロール」について
【資料③ 「Ｈ20

年末（歳末）パトロール」】参照

役割分担と説明
○ 「防犯会議」について
防犯会議の報告
青婦人部：（代理：荻原）
○ 「もちつき大会」について
【資料④「餅つき大会」担当者別組織図】参照
組織および担当者の確認・説明
【資料⑤ 「餅つき大会要項＆注意事項の説明」】参照
大会要項および注意事項の確認
【資料⑥

回覧「餅つき大会」】参照

【資料⑦

掲示用ポスター ｢餅つき大会｣】参照

各組回覧文書とポスターの配布
環境部：（須田部長）
○

11 月２日(日)

公園掃除ご苦労様でした。

○ 12 月７日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

○ 12 月 21 日（日）地区清掃

９時集合

自治会館

担当者の確認

福祉部：（石母田部長）
○ 「ボウリング券」について
今月はなし
○ 「共同募金」について
１７９,６００円でした。御協力ありがとうございました。
○ 「もちつき大会」について
男の料理のだし汁について
○ 「ボウリング大会＆忘年会」について
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１２月１３日（土）自治会館１３時集合

南橋本ボウルで大会

会費４０００円

○ 「ふれあいネットワーク」について
「わがまち小山」への掲載
登録

よろしくお願いします。

災害弱者への対応

ふれあいネットワークへの参加者募集

自宅を訪問し説明する。

会員への紹介のために自治会報紙「わがまち小山」を活用

（7） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「小山小学校まつり」について
売上金の報告
書記：（荻原）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）」について
【資料⑨ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（11 月）」】参照
「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について

（8） 民生委員より（金井さん）
○ 民生委員（１期
田辺

３年）なのですが、都合により、田邊陽子さんが退任し、

智子さんにバトンタッチします。

○ 「御長寿万歳

便利帳」について

【資料⑧ 「御長寿万歳

便利帳」】参照

（9） その他
○

「クリーニング店そばゴミ捨て場」について

１１組ゴミ捨て場の利用について、
飲食店からのゴミ捨て

自治会として注意して欲しい。
以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１月）
１．日

時

平成２１年１月１０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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～20:00

欠席：山畔(７組)・小川(９組)・織裳(９組)
飛澤(９組)関(10 組)･藤田(11 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
① 「年末パトロール活動報告」
② 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１２月）」
（2） 「１２月の事業報告等」について（武田会長）
１２月１３日

４組掲示板リニューアル完了

６組ゴミ箱（小沢駐車場）
・ １月１１日撤去

→

市へ報告済み（１月９日）

・ ゴミ箱は１０組へ（１月１１日移動）
１２月２１日

地域清掃

１２月２７・２８日
１月４日

→

設置できませんでした。

ご苦労様でした。環境部より詳細報告

年末パトロール

ご苦労様でした。防犯部より詳細報告

新年会（２３名出席）各団体の代表者も参加して頂きました。

（3） 「１２月自治会長会議」について（武田会長）
特に連絡する内容はありません。
（4） 「１月の行事・事業予定等」について（武田会長）
調整会議（１月１０日）
自治会館使用に関する調整会議
もちつき大会（１月１１日）
青婦部より詳細報告
当日出初め式（10:00～）のため途中抜けます。（代理：池田副会長）
来年度の役員選考委員の選出について
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・１・２組から１名
・３～６組から１名
・７～９組から１名

選考委員長

１名

・１０～１３組から１名

選考副委員長

１名

・１４組から１名
次期（２１年度）組長の選出
２月または３月の定例会議には新組長さんのお名前・電話番号を報告して下さい。
アンケートの実施（２月）
自治会活動に関するご意見・ご要望等（対象：組長）
（5） 「訃報」について（武田会長）
１２月１０日
１月１１日

池田
加藤

律さん逝去（５組）
千恵子さん逝去（７組）

謹んでご冥福をお祈りします。

（6） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○

特になし

体育部：（山本部長）
○ 「自治会研修旅行」について
石和に限らず、格安のところを検討中（２月２１・２２日の予定）
文化部：（加藤部長）
○ 特になし
防犯部：（伊藤部長）
○ 「年末パトロール」について
【資料① 「年末パトロール活動報告」】参照
１２月２７・２８日実施
活動内容・参加者・点検結果の報告および検討
青婦人部：（船田部長）
○ 「もちつき大会」について
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明日（１月１１日）８時

自治会館集合

「もちつき大会」よろしくお願いします。
環境部：（須田部長）
○

１２月２１日(日)

地域清掃

ご苦労様でした。

○ １月１８日（日）8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

福祉部：（石母田部長）
○ 「ボウリング券」について
各組配布をお願いします。
○ 「野菜提供」について
「もちつき大会」に無農薬野菜の提供（お花畑の会より）

（7） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「本年度会計」について
本年度会計は２月に締め切ります。
領収書等は２月の定例会までに必ず提出して下さい。
書記：（荻原）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１２月）」について
【資料② 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１２月）」】参照
○ 「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について

☆選考委員の選出
・１・２組から１名

菅原

実千子（１）

・３～６組から１名

石川

忠侑

（６）副委員長

・７～９組から１名

佐藤

勝美

（７）

・１０～１３組から１名

関

誠

（10）委員長

・１４組から１名

山之内

貴生（14）

上記の方々が選考委員に選出されました。よろしくお願いします。
以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（２月）
１．日

時

平成２１年２月

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

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

７日（土）

19:30～20:00

欠席：小林(２組)・横山(３組) ･小川(９組)
織裳(９組) ・飛澤(９組)･藤田(11 組)
友野(13 組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
① 「自治会総会に関する日程・内容」
② 「定期総会開催のご案内」
③ 「自治会活動に関するアンケート」
④ 「旅行プラン」
⑤ 「防災・防犯会議」
⑥ 「もちつき大会の反省・意見」
⑦ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１月）」
（2） 「１月の事業報告等」について（武田会長）
１月１１日

もちつき大会

ご苦労様でした。

詳細は青婦部長より

（3） 「１月自治会長会議」より（武田会長）
２１年度連合会表彰について（３名まで）３月１０日までに申請
池田副会長・荻原書記・須田環境部長
３月７／８日

公民館主催文化祭

２月１５日～２８日

福祉バザーの受付（公民館事務室前）

町内会の救急箱（団体保険）
早川副会長に検討依頼
（4） 「２・３月の行事・事業予定等」について（武田会長）
定期総会にむけて【３月２９日（日）１３時
・ 自治会総会に関連する日程および内容説明
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清新公民館（和室）】

【資料① 「自治会総会に関する日程・内容」】参照
・ 各部長へ

総会資料

検討依頼

・ 次期組長の選出【期限：３月７日（次回定例会）まで】
・ 各組の総会責任者を選出
「定期総会のご案内」文書配布（文書内容の確認と責任者選出）
【資料② 「定期総会開催のご案内」】参照
１組・２組・７組・９組・11 組・14 組

【３月７日（次回定例会）回収】

平成２１年度予算編成
２月１４日（土）13:30～16:00

自治会館

本部役員・専門部長

インベントリーをあわせて行う。
選考委員長および副委員長の紹介
関

選考委員長（10 組）・石川

副委員長（６組）

アンケートの配布（組長）
１年間を振り返り、ご意見・ご感想等、アンケートにご協力ください。
【資料③ 「自治会活動に関するアンケート」】参照
【３月７日（次回定例会）回収】

（5） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○

特になし

体育部：（山本部長）
○ 体育部としてはありません。
○ 「自治会研修旅行」について
【資料④ 「旅行プラン」】参照
希望者による研修旅行（富士河口湖温泉）２月２１・２２日で企画中です。
文化部：（加藤部長）
○

特になし

防犯部：（伊藤部長）
○ 「防災・防犯会議」について
【資料⑤ 「防災・防犯会議」】参照
第５回小山小学校避難所訓練打ち合わせ内容の説明
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青婦人部：（船田部長）
○ 「もちつき大会」について
【資料⑥ 「もちつき大会の反省・意見」】参照
ご苦労様でした。反省・意見等、来年度に向けて参考にして行きたいと思います。
環境部：（須田部長）
○

１月１８日(日)

○ ２月

８日（日）

地域清掃

ご苦労様でした。

8:30 みどり公園集合

公園清掃

担当の確認

よろしくお願いします。
福祉部：（石母田部長）
○ 「ボウリング券」について
各組配布をお願いします。有効に活用お願いいたします。
○ 「ボウリング大会」について
２月８日（日）１３時自治会館集合

会費２０００円（反省会含む）

（6） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「決済」について
２月末決済のため、領収書の提出をお願いします。
書記：（荻原）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１月）」について
【資料⑦ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１月）」】参照
○ 「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について

☆選考委員より
関
石川

選考委員長挨拶
副委員長紹介
来年度役員の選出に向けて
以上
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平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（３月）
１．日

時

平成２１年３月

２．場

所

小山二丁目自治会館

３．出 席 者

７日（土）

別紙出席簿参照

４．進

行

池田副会長

５．記

録

荻

６．内

容

19:30～20:00

欠席：小川(９組)・織裳(９組)・飛澤(９組)

原

配付資料を参照に会長・各部専門部・本部より説明があり、審議事項についてはすべて
了解された。
（1） 配付資料の確認
① 「平成２０年度

インベントリーの実施結果」

② 「平成２０年度

小山二丁目自治会館

使用実績」

③ 自治会広報紙「わかまち小山」
④ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（２月）」
（2） 「２月の事業報告等」について（武田会長）
２月２１・２２日

懇親会旅行(１０名参加)

幹事：早川副会長・山本体育部長
訃報

ご苦労様でした。

４組大西かおるさん逝去（１月３日）近親者による葬儀

平成 20 年度地域功労者（３名）
各地区名簿の配布

池田副会長・荻原書記・須田環境部長

配布は名簿への記載の家庭のみ

公民館文化祭（３月７・８日）
インベントリー実施結果報告（３月２日最終確認）
【資料① 「平成２０年度

インベントリーの実施結果」】参照

自治会役員手当の支給について
自治会館

使用実績の報告

【資料② 「平成２０年度

小山二丁目自治会館

使用実績」】参照

（3） 「３月の行事・事業予定等」について（武田会長）
定期総会にむけて【２月 29 日（日）】清新公民館（和室）１３時
総会の日程・内容説明

配付資料(２月定例会)

議長：新井
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大会書記：荻原
資格審査委員長：吉開
大会議事録署名人の確認
総会資料の各組配布用トップシートの確認
各区組

総会出席者数および委任状数の報告

新組の届け出
「アンケート」の提出
選考委員長からの報告（関

選考委員長）

来年度役員の選出に向けての取り組みの様子
候補者の報告
会計：

幹事：

環境部長：

（4） 各部専門部より
広報部：（勝野部長）
○ 「自治会広報紙」３月号について
【資料③ 自治会報「わがまち小山」】参照
各世帯への配布をお願いします。
体育部：（山本部長）
○ 「年間体育行事」について
各種開催行事への参加ご苦労様でした。組長退任後も参加をお願します。
○ 「懇親会旅行」について
自治会有志による懇親会旅行（河口湖）ご苦労様でした。
来年度も企画したいと思います。
文化部：（加藤部長）
○ 「清新公民館

文化祭」について

清新公民館文化祭（３月７・８日）開催中

８時３０分～

３月 7 日（土）ファミリーコンサート・展示・模擬店・茶席・そば処等
３月８日（日）展示・模擬店・芸能等
○ 「年間文化行事」について
各種開催行事への参加ご苦労様でした。組長退任後も参加をお願します。
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防犯部：（伊藤部長）
○ 「清新公民館文化祭」について
参加をお願いします。
○ 「防犯灯」について
防犯灯の報告

２１件（２月２８日～１２月２８日）

○ 「防災・防犯・交通」について
１年間ご苦労様でした。
青婦人部：（船田部長）
○ 「愛のパトロール」について
今年度最後のパトロール

３月１３日（金）公民館に７時３０分集合

担当の方は、よろしくお願いします。
環境部：（須田部長）
○

２月８日(日)

公園清掃

○ ３月２２日（日）

ご苦労様でした。

９:００自治会館集合

自治会館清掃、町内および公園清掃

全員参加

よろしくお願いします。

福祉部：（石母田部長）
○ 「ボウリング券」について
ボウリング券の配布をお願いします。有効に活用してください。
○ 「小山二ふれあいネットワーク」について
３月１４日（土）１０時より行います。
○ 「お花見」について
３月２８日（土）１０時

自治会館集合

清新中学校裏線路沿い

（参加費：２０００円）
※

雨天の場合ボウリング大会に変更します。
自治会館にて表彰式および反省会

（5） 本部より
会計：（佐藤）
○ 「役員手当」について
役員手当を「自治会規約」に基づいて、定例会終了後支給します。
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書記：（荻原）
○ 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１月）」について
【資料② 「平成２０年度小山二丁目自治会定例会議事録（１月）」】参照
○ 「自治会会員数の確認および出席簿の記入確認」について
○ 「自治会活動」について
今年度の自治会活動への参加・協力ありがとうございました。
今回を期に自治会活動への意欲的な参加を今後ともお願いします。
早川副会長：
○ 「自治会活動」について
１年間ご苦労様でした。
自治会活動へのご理解とご協力をお願いします。
池田副会長：
○ 「自治会活動」について
１年間ご苦労様でした。
自治会活動へのご理解とご協力をお願いします。
武田会長：
○ 「自治会活動」について
１年間ご苦労様でした。
自治会活動へのご理解とご協力をお願いします。
以上
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