
四季の丘自治会役員会議事録  
会議名   平成 27 年度 第６回定例役員会 会長 

 
 

総務 
熊澤 
花谷 

日時 平成２７年 9月 12 日(土) １９：００～２１：３０ 定例会 場所：集会所  

出席者 

会長：塚脇    副会長：直井         出席者･･･太字  欠席者･･･小細字 
役員：張本 北村 桶谷 堀 石河 朝日 李 高山 枦 波多 中島  

岩村 相場 松明 嶋田 林 小池 春原 在原 花谷 熊澤  
監事：佐藤 佐々森                     (敬称略・順不同) 

議題 主な議題 

 ① 夏祭りまとめ 

・店舗運営  店長（副会長） 場所が良かった。ほとんど人が途切れず盛況。 

来年はもう少しいい物（おもちゃなど）を考えてはどうか。 

・会計報告  夏祭り売上金 ¥58,700  （予算 ¥50,000）  

夏祭り経費  ¥72,485  （予算 ¥80,000）  

（経費）－（売り上げ） ¥13,785 

・次年度への課題など  

・炎天下では、子供たちの熱中症対策を考えたほうがよい。 

・連合会に扇風機を提案したが、電力問題あり 実現できず。 

首にまくタイプなどの熱中症対策品も検討必要。 

営利目的ではないので、運営の容易性も含め１００円維持が妥当では？ 

・時間無制限のため長時間がんばる子も。 （考え方次第では、集客効果）。 

・最初は水槽をテントの下に移した。（直射日光で風船が破裂した。夕方から外に出した。） 

・流水ポンプ 3 台レンタル 2～3 時間で止まった。次回は要考慮。 

・事前準備もふくめ、積極的に参加いただきありがとうございました。 

大きな問題も無く、盛況に終わることができました。 

 

 ② 補助金、諸会費 

・補助金申請状況  

・集会所照明 LED 化工事完了（支払い ¥164,000 ） 

半額が補助で入金予定 (自治会会計から集会所会計に移動が必要) 

・広報配布の業務委託、自治会振興補助金  

・諸会費等 

・いどばたサロン補助、 赤い羽根募金  

 ③ 災害時要救護者への支援者選定について 

  市へ書類提出済み。今回から「何班班長」の記載に変更した。 

 

【会計】 

《自治会会計》 

H27 年 7 月末日残高 ¥1,824,542- 

8 月度収支 【収入¥58,853- 支出¥2,743-】    H27 年 8 月末日残高 ¥1,880,652- 

小口現金 H27 年 7 月末日残高 ¥157,938 



8 月度収支 【収入¥- 支出¥75,227-】        H27 年 8 月末日残高 ¥82,711- 

《集会所会計》 

H27 年 7 月末日残高 ¥1,096,082- 

8 月度収支 【収入¥85- 支出¥12,042-】    H27 年 8 月末日残高 ¥1,084,125- 

 

【防犯・防災・交通】 

  ・10/18 の自治会連合会の防災訓練  

詳細決定会議 9/13。 

   参加を呼びかける回覧類  広報配布に間に合うように作成し、広報担当に渡す。 

マンションの管理組合より、防災訓練の統合の要望あり。（連合会には打診済み） 

応援について  昨年は四季の丘から 2 名 

・防災関係資料 

・防災備蓄物資整備状況（白山、緑山、桜山） 

・防災資機材（四季の丘自治会） 

  ・その他 

・先日の雨で、越辺川の河川警戒レベル ４だったとのこと。 外出時の防災意識も必要。 

     ・千年谷に面した戸建てで空き巣未遂 

  昼間和室のガラスが割れていた。室内犬がさわいだため防げた模様 

     ・防犯の訓練の計画あり。詳細未定 警察からきてもらう 

 

【体育】 

《活動報告》  ・8/29 第 2 回実行委員会出席 

・9/6 エステ松風台と担当(体力測定)の打ち合わせ 

・9/12 第 3 回実行委員会 

 《予定》 ふれあい体育祭について 

  ・全戸配布用パンフレット 作成中、19 日に会長に渡る。  

19 日夕方に集会所で各班長が引き取り、全戸に配布する。 

・予備日はなし。  例年の参加人数は不明 ほとんど役員と家族？ 

・参加 当自治会の役員は当日に四季の丘テントまえに集合 全員参加おねがいします。 

・四季の丘のテントに お菓子類を用意する。（予算あり） 

・役割分担 

グランドテント係り（前日、当日）  会長（車）、佐藤、中島、相場（車）   

接待係り               花谷、林 

お菓子類調達            朝日    当日車で運搬 

体力測定会場作り（前日、当日）  桶谷（堀） 

当日終了後               桶谷（堀） 

体力測定の誘導係り   嶋田、李 

それ以外の方は競技に参加ねがいます。（グランドに居るように。四季の丘テント下） 

・体育の役員は体力測定会場にはりつき。 

・体育館は上履き持参のこと 

・四季の丘のテントは１張り。（小さめ） 



【会長】  支部総会等出席報告の件 

8 月 

1 日 （土） 会議 地域福祉活動計画作成部会 
 

延期 

8 日 （土） 会議 第 5 回定例役員会 
 

× 

20 日 （木） 
 

サマーセミナー＆懇親会 
 

× 

21 日 （金） 会議 丘陵ネット定例会議 
 

○ 

29 日 （土） 打合せ 国勢調査説明会 
 

○ 

30 日 （日） 打合せ 夏祭り反省会 
 

○ 

9 月 

7 日 （月） 会議 地域福祉活動計画作成部会 
  

12 日 （土） 来賓招待 白山中学校にっき祭 
  

  
会議 第５回定例役員会 

 
 

18 日 （金） 会議 丘陵ネット定例会議 
 

 

19 日 （土） 会議 ﾊｰﾄﾋﾟｱまちづくり協議会 
 

 

  
会議 自治会連合会 第３回支部会 

 
 

26 日 
 

来賓招待 桜山小の運動会 
 

 

10 月 

10 日 (土) 
 

社協の福祉祭り 
 

 

17 日 (土) 来賓招待 白山中立志式 
 

 

 

【環境・衛生】 

《活動報告》 花壇の世話。 定例の環境委員会は終了。今後は都度開催。 

《予定》 20 日に葉牡丹の植え付け予定  花壇の整備（埋まっているコンクリート塊除去） 

 

【広報】 

《活動報告》  8/27(木)  8 月号広報紙等の配布物の仕分け作業 

回覧 神輿担ぎ手募集 を配布 

《予定》     9/28(月)  9 月号広報紙等の配布物の仕分け作業 

 

【総務】 

《活動報告》   通常  ・会議開催準備  資料準備など  ・ 

個別  ・井戸端サロン 7 月、9 月 参加（8 月は開催なし）  

 

■今回の回覧 月末の広報と一緒に配布します。 

① H27 第 6 回定例会議議事録（会員回覧） 

 

次回の集合 10/4 体育祭 

次回定例役員会（第 7 回） 10/17（土） 3 連休があるため第 3 土曜です。 

 

以上 

 


