みなみ野三丁目町会第１１回理事会報告
平成２７年３月１５日（日）１８；３０
次
第
１；町会長あいさつ並びに会務報告
２；組織報告
３；議事（議長＝会長）
会務報告
２月１５日
１８日
２０日
２２日
３月 １日
７日
８日
１４日
１５日

第１０回定例理事会開催
町自連研修会参加
由井地区町自連防災訓練実行委員会
永生病院建設説明会
菖蒲谷戸公園アドプト活動実施・町内一斉清掃
みなみ野シティ連絡協議会
第２回常任理事会開催
由井西部地区住民協議会認知症講演会
第１１回定例理事会開催

組織報告
３月１日現在 会員数２５４世帯
議
事
１；平成２６年社会福祉協議会会員募集活動について
１８９名の方々に会員になっていただきました。会費集金９５，５００円
加入者人数 昨年度比５．０％アップ
理事の皆様には、会員募集に積極的にご協力いただきありがとうございました。
特に貢献された上位３名の理事さんは１０B 伊東理事１７件、８B 中社理事１６件、９B
小田原理事１５件でした。
領収書=別紙
２；震災時の心がまえ冊子配布について
理事会で討議していただく。
総会資料と一緒に全会員に配布する。
３；平成２７年度定期総会について
（1）平成２６年度事業報告について
前回の理事会以降追加事項を加筆し次のようにいたしました。
会務報告
平成２６年度定期総会開催（平成２６年４月２６日）
常任理事会２回開催
定例理事会１２回開催
青少対みなみ野地区委員会会議出席
みなみ野シティ連絡協議会出席
町自連由井地区連合会役員会出席
由井西部地域住民協議会役員会出席

一般社団『宇津貫会』役員会出席
みなみ野フェスタ実行委員会出席
イルミネーション実行委員会
市長と語る『あなたが描く八王子の未来』出席
タイムカプセル開封工事参加
八王子まつり 三崎町町会へあいさつ
熊野神社例大祭出席
工科大学紅華祭
由井市民センター植木手入れ（副会長）
ゴミ減量化について市役所と打ち合わせ
熊野神社元旦祭出席
広報部事業報告
（１）三丁目町会広報誌「やまぼうし」の発行（第 139 号～第 149 号）
（２）会務連絡事項の周知徹底及び掲示板管理等による広報活動の実施
（３）みなみ野三丁目町会ホームページによる広報活動の実施
ホームページをリニューアルし一年が経ちました。会員皆様のご意見を頂き
更に充実していきたいと思います。
・各月の活動内容の紹介
・菖蒲谷戸公園・みなみ野の四季の紹介
・ホームページの構成を紹介

環境部事業報告
５月１１日
５月１８日
６月 １日
７月 ６日

菖蒲谷戸公園アドプト活動
ごみ減量対策出前講座開催
菖蒲谷戸公園アドプト活動
菖蒲谷戸公園アドプト活動
町内一斉清掃デー
菖蒲谷戸公園アドプト活動実施
菖蒲谷戸公園アドプト活動 雨天中止
菖蒲谷戸公園アドプト活動実施
菖蒲谷戸公園アドプト活動、町内一斉清掃
菖蒲谷戸公園アドプト活動開催

８月 ３日
９月 ７日
９月１４日
１１月 ２日
１２月 ７日
安全部事業報告
１２月２２日～２９日 年末夜警実施
２９日 南大沢警察署防犯協会より年末夜警の激励を受ける（懐中電灯が贈られる）
みなみ野三丁目における「震災時の心がまえ」作成
危険箇所の点検・摘発
福祉部事業報告
１；平成２６年度赤十字社資募集活動
171 名の皆様に赤十字会員に加入して頂き、合計 85,500 円でした。
加入者人数は昨年度比 1.0%アップでした。
２；平成２５年度「長寿を祝う会」
対象を町会加入者に限定し、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳
及び９０歳以上の方に、お祝い状とクッキーを贈りました。
３；平成２６年度八王子市社会福祉協議会会員募集活動

１８９名加入９５，５００円集金
４；歳末助け合い募金活動 諸事情により未実施でした。
文化・スポーツ部事業報告
７月２０日 サマーブリーズコンサートへの協力参加
７月２１日 納涼の夕べやぐら建立
２５日 「納涼の夕べ」準備
２６日 「納涼の夕べ」開催
２７日 「納涼の夕べ」片づけ
１０月 ３日 みなみ野分館まつり、みなみ野フェスタ準備（おでん仕込）
４日 みなみ野フェスタ参加
５日 みなみ野分館まつり片づけ
１２月 ６日 イルミネーション飾りつけ
１月 ４日 イルミネーション撤去
１月１０日 どんと焼き準備（篠竹取り・豚汁準備）
１１日 どんと焼き開催（米玉つくり）
１２日 どんと焼き片付け
子ども育成部事業報告
４月１１日 藤まつり開催
６月２０日 自然観察会実踏
６月２８日 蛍観察会（雨天中止）
８月 ９日 夏休み自然観察教室（雨天中止）
８月２７日 夏休み自然観察教室 雨天中止
８月１８日～２９日 夏休みラジオ体操
シニア部事業報告
グランドゴルフ

毎週水曜日開催

カラオケ
毎月２７日開催
公園花壇整備活動 随時開催
ゴルフ同好会事業報告

延べ１１７名参加
延べ７９名参加
延べ２６６日 ４０８名参加

ゴルフ同好会の発足 平成２５年１月２１日
同好会の運営

参加者全員の負担とボランティアで運営（車提供等）

２６年度の活動

計４回（６/１６,９/１６,１２/１５,３/１６）のコンペを開催

参加登録者

延べ参加者 ７１名
２７人

反省点と来年度への展望
理事会で出た反省点
予

算

納涼の夕べ

バランスの悪化を招いている
規模の縮小はどうか
具体的な運営方法の検討の必要

実行委員会形式の確立
一昨年の規模で見直す
SL は実施の方向で検討
チェックシートの作成

アドプト

１・２月も実施の方向で検討したらどうか

どんと焼きの時に清掃する

（2）２７年度活動計画
平成２７年度「みなみ野三丁目町会」会務並びに事業計画（案）
会務計画
今年度重点事項
□

行事計画の見直しと企画・運営の検討

□

防災対策の強化
安全部で作成した「震災時の心がまえ」を３月理事会で理事さんに読んでいただ

く
全会員に対して、総会資料とともに届ける。
定例理事会の開催

毎月第３日曜日

午後６時３０分より

原則みなみ野シティ会館
（日・月が連休となる場合は月曜日の午後６時３０分からとする）
常任理事会の開催

全体で取り組むような大きな行事の前に適宜開催

みなみ野シティー地区内の町会・自治会連絡協議会への参加
地域諸団体との連携・協力活動
「サマーブリーズコンサート」への協力参加
学校との連携・協力活動
要望活動
組織拡大活動等
事業計画
広報部
（１）三丁目町会広報誌「やまぼうし」の発行
（２）会務連絡事項の周知徹底及び掲示板管理等による広報活動の実施
（３）みなみ野三丁目町会ホームページによる広報活動の実施
・リニューアルし一年が経ち、基本とするホームページの形が整ってきました
ので、内容の充実を図って生きたいと思います。例えば、何かコンセプト
を決め一年間展開する等を計画したいと考えています。
環境部
◇

菖蒲谷戸公園整備活動
アドプト活動

４月～３月 第１日曜日開催（当日雨天

（１月と２月は休み）
公園整備活動
トイレ清掃

随時
特に汚れがひどいとき随時実施

シニア部との連携による花壇整備活動

次週の日曜日）

◇

みなみ野三丁目地区一斉清掃活動

◇

リサイクル推進委員活動

７月、１１月、３月実施

ごみ減量出前講座の開催
リサイクル推進委員研修会・施設見学会出席
アドプト研修会等への参加
安全部
防災活動
防災アンケートによる実情把握
防災館における体験研修
防犯活動

南大沢警察署防犯協会みなみ野シティ支部との連携活動

危険箇所の点検・摘発
防犯・防災情報の把握と広報
交通安全活動
福祉部
長寿を祝う会の取り組み
赤十字社資募集活動
社会福祉協議会会員増強活動
歳末助け合い募金への協力
その他福祉活動全般
文化・スポーツ部
平成２７年７月２５日開催の「納涼の夕べ」
地域と連携した文化活動の実施
「みなみ野分館まつり」「サマーブリーズコンサート」等への協力
「どんと焼き」の開催
子ども育成部
「藤まつり」の開催
里山散策とほたる観察会の開催（自然観察会）？
夏休みラジオ体操の実施
「みなみ野歴史散策」の開催
シニア部
会員の健康維持と、グランドゴルフ、カラオケ、公園花壇整備等の
サークル活動の充実を図る
ゴルフ同好会
年４回のコンペ計画
口コミで、参加者を増員する
（3）平成２７年度役員体制について
３月１日締め切り役員立候補者

なし選挙管理委員会は「役員選考委員会」に移行

役員体制について（４月新旧合同理事会に発表）
（4）総会の次第と運営について
会次第
第１部定期総会
司会者挨拶
町会長挨拶
議長・書記選出

議

事
１；平成２６年度会務報告並びに事業報告
２；平成２６年度会計収支決算報告
３；平成２６年度会計監査報告
４；質疑応答・承認
５；会則の一部変更について
６；平成２７年度役員体制について（顧問の推挙）
７；質疑応答・承認
８；平成２７年度会務並びに事業計画案提案
９；平成２７年度会計予算案提案

１０；質疑応答・承認
議長・書記解任
永年勤続役員表彰
平成２７年度新理事紹介
第２部懇親会
司会者挨拶
新会長挨拶
乾

杯

退任役員挨拶
《 歓

談 》

閉会の挨拶
２７年度定期総会

平成２７年４月２５日（土）午後２時開会
みなみ野分館会議室
終了後懇親会開催
役員集合 １３時３０分
総会運営について（敬称略）

受付（

２） （内田）（大内）

司会（常任） （清水）
議長

（新井８ブロック理事）

書記

（中社８ブロック理事）

会務報告並びに事業報告

副会長・各部長

収支決算報告

会計

会計監査報告

森監事

役員推薦

選考委員長

事業計画案・予算案

新会長

新理事紹介

司会者

２部司会

（清水）

乾杯

（佐藤）

閉会挨拶

（碓井）

来

賓

特に招待しない

（5）会則の一部変更について
みなみ野三丁目町会会則、慶弔規定のうち
3、敬老祝い（同一世帯内の親族で、毎年９月１５日現在７０歳以上のもの）
常任理事会で協議し、敬老会を開催するか、記念品を授与する。
これを次のように変更する
3、敬老祝い

同一世帯内の親族で、毎年９月１５日現在７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、

９０歳以上、の者を対象にお祝いを行う

４；各ブロック理事選出について（敬称略）
１ブロック（長島 隆夫）
（堀口 芳裕）
２ブロック（磯田 嘉雄）
（佐宗 生野【服部】
）
３ブロック（飯島 裕隆）
（奥井 重徳）
４ブロック（水越
勇）
５ブロック（上岡 裕之）
（糠信 一宣）
６ブロック（ハ ウ ゼ）
７ブロック（山本 昭夫）
（橋山テル子）
８ブロック（清水 敏夫）
（白鳥 輝夫）
９ブロック（小井戸 茂）
（額賀 憲一）
１０ブロック（河内 直幸）
１１ブロック（黒田 素啓）
（上村
浩）
５；

その他
□ 資料つくり

３月２２日１０時分館

□ 第１２回理事会（新旧合同理事会）について
４月１９日（日）１８時３０分
みなみ野分館会議室
□ 多摩都市モノレール早期実現署名
各ブロックで回覧していただく
今月中または４月上旬に会長宅へ集約

