湘 南 ライフタウンB地 区茅ケ崎・■ ■ 島治会
彙 彙 所 組 営・ 使 用 0手 引 書

1,(目 的〕

薔
この手弓1書 lま「湘市ライフタウンB地 区事ケ崎・諄沢自沿会集会所運営 使用親租Jに 基づ書.
。
安全的な仕様を主曝として日事ヶ崎 日藤里自治会 (以 下
熱金所 の効率的な運営及び利便的口
「面 白油会」
という)と して●必要な事項を定める.

2̲〔 使用者m兼 著‑16111〕
使用者風び使用責任者 は、彙金所の使用についてよ●こと書違守口なければ7ら なLL.
以下0菫 蒲書息つたものについては、■回以降の使用を断られることがある。
モ
棒式 1)を 用いて集会所運営担当●承認を得ること。
(1}「 集会所使用 申込書』
(2}集 彙所に設備されている火気設網 ガスコンロ、ガス澤沸し器、ガスストーブ}以 外の人気
‐
設備を持込み ̀慎 用してはならない。
(3)小 型出理器等 (カ セツトコンロ、ホットプレート1電 螺ポット等)● 使用は率前 に集合所運営
担 当の 7♯ 書得ることロ
(4)前 項に報する器具は集費所に保管して￨ま ならない.
な小道具 (ア イロン、ミシン、小型電軸■具等)● 使用
(尋 )薦 活動 (手 芸
"工 作教皇等)に 必車
は可とする.
(3)集 会所由￨ま 全館韓煙 とする.
(7)使 用後は場所0汚 れ具合を確韓し、■れている場合は掃昧書する.
(8)使 用機 [よ 机、イス等書元の配列に晨すこと.
(9)'肖 灯、ガス伸元桂聞め、エアコン●●FF、 各所●施彙、玄関幕の議離亡確認に、所定の
『集会所性用報告書」(様 式2)を 提出すること.
に所定事項をL入 すること嘔
「使用 日織』
(10)蜂 会所 の使用性は備付けの
(11)建 物.壁手に無闇に質を打つて傷をつ[す たり、ガムテープロ画面テープ等で汚してIま なら
Eい .
名

『盤 Jを 返却すること.
(12〕 「彙」
を借 り受けたものは手朧きに繊 つてす みやかに
(13〕 職青 、紛争 に渉る行為、その ほ か 風紀 上 婦ましくない行動をしないこと.

私構を押入導 に置かない こと.
(14〕 忘れ鶴をしたり、

(15)押 人的利用者は不要なものは処分し、整理整頓に書静ること。
(18〕

ま、事後すみやかにモ●旨を集会計
やむを得ず、使用許可なく隼金所に出入りしたもの「
運営担当に報告すること。

3̲(申 込受付業務の交代〉

‐

集会所運営担当の受付等の率帯を、日茅ケ崎目沿妻と日降沢 自油彙とで掛間を定めて責代する。
(1}B茅 ケ崎自油曇の鼻金所運営担当業務 ""'摯 … 西暦偶数年 10月 から翌年9月 まで
(2)B藤 沢自浩轟の鼻会計運営担当業務期 "・・・T… 西暦奇数年 10月 から翌年9月 まで
(3)軍 l椎 ぎ1ま 別に定めるところ0妥 件を満たした峰 士所運営署1継 書 J、 橿票担綴り、現特
『腱』
類をもって、性轟部長0立 会いのもとに行う。
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4.{『 健 10貸 出・五却及び保管管理)
有管理とし、両 目治費0緯 蒲部長 が所管
て両自治彙
(1)隼 金所の「撻』につし｀
"共
管理する.
(2, 総精部長は自治奮役員,自 治金が轟めた団体には.『 集金市合整0長 期惜用籠い』
３
４
５
６
７
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管理させる.
(梓 式3)に応じて脅腱書長期に貸出し、

「彙』
仰管理状況を自治会のネめに応えられるように管理する。
前項働団体は預かつた
・返却について集会計運営担当と事前に電話
「盤Jの 貸出し
集士肝を使用とするものは、
等で方法・時間書調整する。
を預かつたものiま 、その腱を転■・複製してIま ならないロ
集士所を使用するために
「撻」
について撮離、締失導があつた場合、遅滞rJく 届出ること.
集彙所0「 彙」
『合彙』
用、告豊 無断複襲0疑 いが生じた場合.厚 Ellと してt単 前者交換する。
●不
=慎
また.モ ●鷹田書は変換にかかる費用を負担しなければならない。

(軽 票}

『株 式lJ.「 様式21、「株式8」 を定める.
集会所運営・使用に係る根票として
(11様 式1「 集会所使用申込書」
(2)様 式2『 集士所使用報告書』
(3)様 式3碑 童計合鍵の長蠣惜用願いJ
7̲

(モ ●他〕
(1〕

こ0手 引書に疑義 が生したり、改訂0必要な事項があれば、日地区自治轟連絡協議会で
協議調 整した上で、措務部長1■ 投員会 の承輝を得る.

付lll
この手引書 lt、 日地区茅ケ崎 自治彙投員壼 、日地区苗沢目治会役員会で承樽を得て、
平成25年 4月 00日 以降発勤する。
驚歴

(1)平 成25年 1月 に日地区ギケ崎 自治金とB地 区藤沢 自治舎との連絡‖議会で協議書重ね、
合意し新しく親程を制定Lた 。それに伴 い本手引書書作成し、世素0「 栞Jを 廃した,
書考 I(押 入自の整理・保管方法 について〕
・
集会計を使用するものは,互 いに利便に使用するため￢団体の所有物を収納する整理 保管締
1う )を 世く
ことができる.
(以 下客器とも
(1)書 器の保管場所は押入とし.熱 会籠運営担当が置き場所を指定する。
(2)団 体が 用意する害器 は1団 体あたり1個 とし、書器の正面に団体名を表記し、害器を施彙し
てはならない.

害島1討
0障 11・ 豊
■を
L湛 畠
体と
覇 覇葛瓦覇蔦翼轟轟馴講
1語 面
を満たすも
=蓬のが望ましい。
市販品、引出式 .半 逓覇樹贈襲、精重ね可能
以内のもの
9 守{コ
7‖ 軍
推彙品 天爵榊 押入ケース 硼
ヽ 〔
:
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