回覧

平成 29 年 9 月 20 日
総務部

自治会会員各位

平成２9
平成２9 年度Ｂ地区茅ケ崎自治会
第 6 回役員会議事録

・日時：平成 29 年 9 月 17 日(日) 10：00 ～12：00
・定数 34 名中、出席 31 名、委任状 2 名、欠席 1 名、定数の 2/3 以上の参加
自治会規約第 11 条により成立
・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー 坂上防災支援隊長、豊原市境問題対策委員、中尾・伊藤民生委員出席
記
1. 宇尾野会長挨拶
・子供会ハローウィン開催 子供の思い出作りへの協力依頼
子供会より開催説明 10/22 12 時～14 時実施予定 子供数 20 名
子供達にお菓子を渡してもらえる御家庭を募集致します
自治会の皆様の御賛同 御協力を御願い致します 詳細は回覧します
・9/3 環境学習会 市資源循環課 ゴミの出し方 資源の有効利用
資源物回収で B 茅ヶ崎への補助金 12 万円/年 ゴミ分別に協力を御願いします
・9/24 市民集会 13 時 30 分～ 小出コミセンにて 広く市民の声を聞く集会
・新(H30 年度)街区委員の名簿作成 今季 20 街区委員の交代 波多野さんから中島さんへ
・10/1 小出地区防災訓練 8 時 30 分集会所集合 大和副会長先導で小出小へ
炊き出しは齋藤総務部長へ依頼
・本日の防災安否確認訓練 御苦労様でした 結果については古川副会長より報告
2. 大和副会長挨拶
・建築協定申請書の届出
8/21 届出 1 件 当日受理 承認する
建築協定 建築基準法 各条例を審査した結果 全て適合
・市境問題 9/16 市境問題協議会開催 F 地区集会所 10 時
藤沢市担当者との会見について
10/11 14 時から B 茅ヶ崎集会所にて藤沢市長との会見
皆様の出席を御願い致します
・8/20 集会所あり方検討委員会開催
9/17 14 時開催予定 清掃道具入れ物置移転について 予算の関係から次年度へ
集会所建て替え等藤沢と協議 叩き台として設計図と参考資料提示
・防犯強化掲示について
現在門扉 フェンス等の掲示板が経年で 破損が見受けられる 防災部で
検討をお願いしたい
3.

古川副会長挨拶
・9/17 防災安否確認実施 白タオル掲揚結果 68%(昨年 75%)
今回色々と集計のしかた等意見も出たので今後の訓練に役立てたい
・9/18 滝の沢小学校避難施設防災訓練に参加 大木防災部長と B 茅ヶ崎の

代表役員として本部運営委員で参画する
・9/17 役員会後選挙管理委員会開催 常任委員と多くの自治会役員の参加を 頂き
貴重な御意見感謝します
・集会所あり方検討会で会議場が狭く 藤沢と協議している 今回叩き台として
大和副会長に提示戴いた
・交悠会よりの案内
9/21 おしゃべりサロン 伊藤正彦さん 山の魅力についての講演
9/27 エデンの園 介護老人ホーム見学会
11/1 神奈川宿ウォ-クとビ-ル工場見学
皆様の参加を御願いします
4. 各部からの連絡 報告
総務部からのおしらせ
・集会所管理担当が 9 月で終わり 10 月より藤沢自治会の担当となります
10 月から申し込みは藤沢担当者へ
会計からのお知らせ
・前期分会計監査 9/10 に無事終了 後期会計は 10/1 より
森さんが担当されます
・会計監査よりの報告 29 年度前期分の会計監査を実施し 報告書が適性で
妥当である事の報告があった
体育部からのお知らせ
・10/29 グランドゴルフ参加申し込み回覧中 9/30〆切
・11/12 スポ-ツまつりふじさわグランドゴルフ 10/22〆切 各自申し込み
申込書は自治会集会所玄関に置いている
・地区レクレェ-ション 10/15 8:30～滝の沢小学校 雨天時 10/22
地区対抗協議 ①ムカデ競争 ②宅配便リレ- ③バラエティ-リレ-の 3 種目
後日選手希望者を回覧で募集します ふるって御参加御願い致します
大会実施体制 各分担内容毎に責任者の決定 (別紙配布)
環境衛生部からのおしらせ
・公園付近の方より除草の依頼 市公園緑地課に依頼 街区委員の方よりバイク置き去りの
連絡 警察に連絡いただき対処して貰った カ-ブミラ-が曲がっているとの連絡を
受けている 何処に連絡対処したらいいか
(会長) 気づいた人が行政に(市役所等)連絡 分からない場合は自治会長か総務部長へ
・ゴミ収集日の見廻り(金曜プラ)２人で実施 網の破損を見かけた 予備 5 枚程ある
・9/3 市環境事業センタ-の人を招き ゴミの分別について勉強会を実施した
寒川リサイクルセンターの見学 最大処理能力 55.5t/日 詳細は回覧します
防災部からのお知らせ
・9/18 滝の沢小避難施設自主防災訓練 11 名参加予定
・8/20 湘南大庭地区図上訓練出席 本部は藤沢市役所 48 地区 地区拠点として
大庭市民センタ-があり B 茅ヶ崎の避難施設は滝の沢小学校
災害時の流れの訓練で 当自治会でも訓練の必要性を感じた
・11/23 自治会主催の防災訓練 消火訓練 携帯トイレ組立 非常食試食 情報収集等予定

福祉文化部からのおしらせ
・敬老の日を祝う会の準備 75 歳以上の記念品手配 昨年より 27 個多い 135 個
・10 月の赤い羽根募金と年末たすけあい募金 本日領収書配布 回覧で御願いする
５. 民生委員からのおしらせ
・9/18 敬老の日例年茅ヶ崎市では 88 歳と 99 歳以上を表彰していたが
今年度より 88 歳の祝いは中止となる 99 歳以上は市長の表敬訪問
・近く地域福祉ガイドを各家庭に配布します 子育て 介護 生活支援等でお困りの場合
御活用ください
６. 防災 減災への取り組み
坂上防災支援隊長 第 5 回 災害時のトランシ-バ-操作実習 4 台を役員交互で実施
9/18 滝の沢小学校避難施設防災訓練で
集会所と滝の沢小学校との交信を実施確認する
自治会からの御願い
夏祭り以降自治会の のぼり旗 が見当たりません お心当たりの方は
御一報下さい御願いいたします 尚のぼり旗は白地に黒字の縦書きで
B 茅ヶ崎自治会と書いています
よろしくお願いします
茅ヶ崎自治会
連絡先 自治会長 宇尾野 54-1248 又は 総務部長 齋藤 52-7851 迄
以

上

