
平成 26年 6月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齋藤

日 時 : 平成 26年 6月 28日 (上)午 後 7時～9時
場 所 : 柏尾町内会館 2階大会議室

議 題 :

1. 柏尾地区連合町内会広報部会報告 (6/28柏尾小コミハウスにて開催)

(1)6月 度区連会報告 (別紙参照)

2. 連合町内会関連議題の報告 : 齋藤

(1)舞岡柏尾地域ケアプラザ祭り報告 (6/15、 ケアプラザ):実行委員会

(2)社協―泊研修会報告 (6/21～22 1山台方面): 民生委員

(3)H26年度第 1回防災リーダー会議の報告 (6/28 13時 コミハウス)

(4)大人のインディアカ大会について (6/29、 柏尾小体育館、56チーム参加予定/

過去最大規模): 青体指

(5)舞岡中学校区地区懇談会について (7/1 17:30～  柏尾小多目的室)

(6)H26年度柏尾地区「地区懇談会」について (7/12、 10時、コミハウス)

① ∃コハマ3R夢プラン第 2期推進  ② 柏陽台「遊歩道」の活用について  。

③ 高齢者の健康活動の取り組み実例紹介 → 別紙参照

(7)少年少女スポーツ大会の取り組み状況 (7/20、 柏尾小体育館): 青体指

(8)舞中スポーツ交流会について (9/6(土)BS体 育館にて):青体指

3. 柏尾町内会関連議題について

(1)第 1回評議員・組長会議報告 (6/8 10時  柏尾町内会館): 三役

① 評議員・組長 37名、オブザーバー2名、役員 11名参加

(2)柏尾富士見台「ワゴン型乗合バス」アンケー トの回収

① 今役員会時に担当評議員から回収する (426世帯分)

(3)旧王子神社茅野跡地 (柏尾町 1119番地-1)の開発に関して (約 30棟 )

① 柏尾富士見台自治会役員との協議内容報告 (6/5実施):三役

② 開発業者 (mティー・ヮークス)との協議 (防犯灯、他)

(4)齋藤邸跡地の開発について ((株 )真不□産業、24棟予定、H27年 6月完了予定)

(5)追分不動尊祭礼について (7/27 追分不動尊): 天本副会長 別紙

(6)柏尾町内会納涼盆踊り大会について (8/2 柏尾小学校校庭にて):第一部会

(7)柏尾小学校「学援隊」の隊員募集について : 柏和会、齋藤

(上柏尾クラブ :18名、柏富士クラブ :5名、柏陽台クラブ :8名、柏尾町 :○ )

4. その他報告事項

(1)柏尾Siら リサロン 6月度例会報告 : 小山部会長

(2)広報誌用ロッカーの購入設置について : 澁谷副会長

(3)台所用ガスコンロの購入について :皆川婦人部長

5。  配布物について

(1)回覧  「横浜みどリアップ計画」「武道フェスティバル」「舞岡地区センターたよ

り」「横浜市火災共済のご案内」

(2)掲示物  「戸17区大防災フェア」

6. 広報仕分け日  7月 1日 (火) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

7. 次回役員会 : 7月 21日 (祝)19時 から 柏尾町内会館

8. 懇 談                               以上



柏尾町内会各位 殿
平成 26年 7月 吉 日
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不動尊祭礼担当 天本 武fン 111

柏尾町追分御不動尊祭礼のおしらせ

(横浜市指定・登録文化財)

戸塚は、江戸 (東京)から40Kの 地点に位置 してお り、江戸を朝旅立ちます と

保土ヶ谷・戸塚・藤沢あたりが一泊 目の宿場となるところから戸塚宿 として栄え

ました。  柏尾町にも中宿・角屋等の品位の高い旅籠が存在 してお りました。

また、東海道から阿夫利神社等へ参拝する大山街道への分岐点としても有名な地

でもあります。  この大山阿夫利神社・追分御不動尊へ参拝する方々の安全と

無事を祈願するため、柏尾町に追分不動尊が建立されました。

柏尾町の人々も雨乞いを祈願するため、大山阿夫利神社・追分不動尊参拝講が行

われました。  現在も、有志の方々で毎年参拝致 してお ります。

このような歴史 と伝統を将来に残す為にも柏尾の御追分御不動尊の祭礼を毎年

7月 27日 に行つてお ります。  今年も、下記の通 り挙行されますので、皆様

お誘い併せの上ご参拝下さいます様お願い致します。

記

日時 :平成 26年 7月 27日 (日 )18:00～ 20:00

場所 :柏尾町 追分不動尊 (不動坂交差点近 く)

どなたでも自由に参加頂けますので,柏尾の

文化と伝統に触れて見ましょう。

(参拝者には、粗食をご用意させて頂きます)

尚 :7月 27日 (日 )午前 7時～ 10時まで祭礼準備を

行いますのでお手伝い出来る方は、ご参加をお願い致します



02:平成 26年 6月 28

平成26年度

柏尾町内会納涼盆踊り大会 開催要項 (案 )

第一部会

1.柏尾 町 内会納涼 盆踊 り大会

1)日 時 :平成26年 8月 2日 (土 )開場17時 (模擬店等)(踊 り開始時間 19時～21時 )

予備 日:8月 2日 雨天の場合は、8月 3日 (日 )開催

雨天時の対応 :午前8時に実行委員メンバーにて協議

2)会場 :柏尾小学校校庭

3)主催 :柏 尾町内会

2.大会概 要
1)やぐらを中心に、出店を回りに配置した会場設定鮨輸馨響劉暮G書榛)

2)やぐらの上で太鼓をたたき、周りで踊りを踊る

3)出店は町内関係者による店と、町内会員の有志による店

3.大会 実行 委員メンバー

大会実行委員長      町内会長 斎藤純一

姶 節 委員

  飩墓曇、彗

武、
す灌〒脅卜

劉 孝

第一部会    事業推進部、青少年部、婦人部、子供会、青年会

第二部会    保健活動部、民生児童委員、消費生活、柏和会

第二部会    防災部、家庭防災員、防犯部、環境事業推進部

その他     団体役員、地区担当役員、地域推薦団体

4.各関係 先 への届 出の件

1)会場借用依頼書

2)勝亦さまへ太鼓演奏依頼

3)昇光社様へ依頼

4)保健所への届け出

第一部会     予約済

第一部会      中

第一部会

第一部会

5.盆踊 り大会 開催 案 内の件

1)盆踊り開催案内(町 内回覧)                 総務部

2)町内会等掲示板・ポスター作成 掲示 (30枚)         子供会

3)各種関係者への招待状の作成・酉己送             第一部会

4)当 日の来賓関係者への御礼状(封筒)作成 (100枚 ?)      総務部

6.予算 関係
1)実行予算

① 町内会よりの計上額             170,000円
(子供会 :70,000円 、青少年部 :100,000円 )

② その他よりの計上額 +45,000円

予算合計額 215,000円

2)備品追カロ(クーラボックス*1、 フランク用鉄板器 具*2な ど)購入 30,000円
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3)予算管理体制

会計は町内会会計とし、子供会及び青少年部等に準備金として前渡しする。

前渡し金は、盆踊り会計として、子供会及び青少年部より会計責任者を選 出して

一括管理し、終了後町内会会計に報告し、決裁を受ける。

7.当 日運営
1)機材運搬 :集合 :8時 00分  町内会館集合

運搬担 当    :天 本 (勇 )、 江橋 (賢 )、 鈴木、皆川

トラック借用    江橋 (賢 )様 、天本 (勇 )

2)会場設営 :日 時 :8月 2日 (土)午前 9時集合 柏尾小学校 校庭

会場設営 (やぐら、テント 等)    全役員

会場内電気配線 (照 明関係)    皆川 、中島

各出店 :各 出店担 当にて準備を行う

受付、来賓、本部 看板作成・設置

3)会場設営内容                  全員担 当
・テント                     6張 り(本部 2張り)

・やぐら(パイプ、継ぎ手、工具)         一式

・祝儀掲示板
・提灯
・槙擬店
・投光機設置
。受け付け、招待席、本部席
・ゴミ箱設置 (分別品の明確化/現品展示 )

・休憩用座席*5⇒ 設置場所の確保が難しいかも

4)会場機材

① やぐら一式 (パイプ、金具、工具、床材、紅白テープ、看板)

② テーブル:24(本部-10、 子供会-7、 青少年-7)

③ テーブル:10(模擬店)PTAより借用
④ 卓球台:2セット

⑤ 椅子41脚 (本部 20、 子供会-16、 青少年-5)

⑥ テント:6(本部 2、 子供会-2、 青少年部 2)町内 4、 昇光社 2)

⑦ 投光器 (レンタル)4台、発電機 (レンタル)2台

③ 音響機器 (アンプ、スピーカ、テープ…・)

⑨ ACコードリール

⑩ 提灯(全部)

① 電球 (全部)

⑫ ご祝儀掲示板一式

⑬ 青少年部の模擬店一式(釜戸、焼き鳥器具*8、 鉄板、炭、火箸、軍手)

⑭ ブロック:10個 (生ビール台、焼き鳥器具)

⑮ 焼き鳥の周囲囲い(パイプ、すだれ*10)

⑩ ジャグ*3、 クーラーボックス*6

① ビールケース*50、 水槽*4(柏屋より借用)

⑬ コンパネ*8

5)設 営 日昼食        お手伝い全員に町内会より用意予定
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6)広報車町内案内      うぐいす嬢 (子供会 )による町内案内

3日 15時及び17時 (学校裏門より)

7)食材の運搬          焼きそば材料、フランクフルト、とうもろこしと、

婦人部おでんなど、食材の運搬 (16:00頃 )

8)役員夕食         役員におにぎりを配布

必要数を7月 の役員会 にて集計 (皆川 )

9)会 場 人数カウント 門にて入退場者数のカウント(防 災部、防犯部に依頼 )

10)ゴミ処理         ゴミ(生ゴミ以外 )は分別をして学校に一次保管

市に回収依頼予定 (8/5頃 回収予定 )

8.撤去

日時 :8月 3日 (日 )全員 午前 9時集合  柏尾小学校 校庭 (午前 中)

尚、2日 雨天時は3日 開催、4日 (月 )撤去となります。

9。 役 割 分 担

1)大 会本部受付け係          吉倉、中嶋、戸谷

2)ご祝儀 (の し)掲示          田山、千葉

3)進行・レコード係            天本副会長

4)会場警備 (人 数計数)        防災部長、交通部長

5)広報車 (当 日15時 、17時)運 転手 :  防災部長

広報原稿作成、うぐいす嬢 :  子供会

6)接待係               リーダ :総務部長

野尻、斎藤 (節 )、 齋藤 (由 )、 千野、

黒川、飯 田、青木、小園

7)踊 り手               婦人部、子供会、他

8)会場の設置 (テント、立看板 、飾りつけ) 全員

9)鍵の借用 (校庭の門、トイレ、防災倉庫)斎 藤率分 井ハ

10。 手 配 担 当

1)当 日役員の夕食係 (お にぎり集計、配布)        第一部会 (皆川 )

2)太鼓の用意 (内海 洋希秀に依頼)           第一部会

3)ごみ箱 (ダンボール箱)                 長沼さま依頼

4)花火の用意 、食券の準備、ご祝儀 (のし)用 紙準備     総務部、黒川

5)水槽借用 (子供会 -1、 本部 -1、 青少年部-2)     柏屋 (金子相談役 )

6)ペットボトル氷入れ (ビールケース発泡箱 2箱)      柏屋

7)投光機レンタル手配                 第一部会

8)校庭の鍵借用 (F]、 外トイレ)             第一部会

9)接客用記念品 (タオル 100本 、缶ビール 100缶 、他)    会計

10)踊つた方々への粗品 (200人分)            子供会

11)花火用のゴザ準備                   深瀬

12)ヤクルト様より氷の提供依頼              鍋 田 ⇒中止

13)トイレットベーパー  女性 トイレ             数個

11.踊 り&太 鼓 の練 習 日
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1)日  時  7月 XX 日(X)午後 1時～3時

2)場  所  柏尾町内会館

3)指  導  婦人部

4)太鼓の練習を依頼予定 ⇒中止

12.慰 労 会 (日 時・場 所 )

8月 3日 (日 )午 前 11時00分 (片付け終了後)～  柏尾町内会館 (準備は婦人部に依頼 )

13。 その他 確 認 事 項

1)盆踊り大会の開催準備 、後片付けについては実行委員会が中心となり、役員全員の

協力で行うこととする。

2)会計については「盆踊り会計」として別枠処理し、残金をすべて「慰労金」として分配せ

ずに、会計に戻すこと。

3)売店の準備の間、会場には、常に人を残しておき、外部の人間による機材の盗難等に

注意すること。

4)当 日の役員は 目印として、「豆絞り」手ぬぐいをつけること。

5)接待 に使うビール、ジュース、焼きそば等を売店から持ち出すときは「食券/交換券」を

提出して交換のこと。

6)食中毒の季節でもあり、食物、飲み物の衛生管理は徹底して行うこと(消 毒薬使用 )

7)雨天その他の理 由によつて、実施か中止の判断は当 日の朝 8時 に実行委員会を開催

して決定し、広報車 (消 防車)にて町内に連絡する。

8)注意事項をよく守り全員で協力してお年寄りから子供さんまでが楽しめる大会にする。

9)当 日役員用夕食用おにぎりの配布方法

7月 役員会にて必要数の集計(本部、各部単位)担 当 :皆川

当 日は16:30に本部テントにて配布 (各部代表者が取りに行く)

10)役員全員 に食券 (各 自500円 、子供会の食券も可)を配布し、各 自飲食物と交換する。

(お釣り用として50円 券も用意 :総務 )

配布方法 :夕 食 (おにぎり)と 同時に配布します。担当 :本部

対象 :役員全員、踊り手 (踊 りのみ )、 当 日のお手伝い

模擬店は食券か現金のみの販売とします (勝手に売り物を持ち出さない)

11)終了後、売り物の残数を各担当は確認をお願いします。

残飯 、売れ残り品などは会場に残さず持ち帰る。

14.模 擬 店 (2013年 実 績 )

1)子供会の模擬店
。おもちゃ              @50円 ～ 100円

・ スーパーボールすくい       @50円 /回
・ ヨーヨーすくい          @50円 /回
・ ラムネ               @100円
・ ゲームコーナ(輪投げ)      @50円 /2回
・ 駄菓子             @10～ 60円
・ チューペット            @20円

2)青少年部の模擬店
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・ ヤキソバ        @100円          300玉
・ ヤキトリ        @ 50円  10本 /1人   もも:3000本
。 フランクフルト      @100円          500本
・ 缶 ビール       @250円         7箱
・ カンチュウハイ     @150円         5箱
0茶 、ジュース各種    @100円        22箱
・ 焼きとうもろこし     @ 50円          150個 (50本 *3)

・ 枝豆        @50円 /コップ     100個
。 生ビール        @350円           70L
◆看板、値札

3)婦 人部の模擬店
。 おでん        @200円 (5種類 )

4)町内有志による(2012年 実績 )

「コンドルズ」
・たこ焼き(¥150)、 ポテトフライ(¥100)、

・チキンナゲット(¥100)、 ワイン(チーズ)(¥200)

**「 お願 い 」**
氷、2L分の作製依頼 (ペットボトル、牛乳パックなどで1週 間程度凍らす)

当日(8/2)午後4時以降に会場へお願い致します。
以 上
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柏尾地区連合町内会 =総務

町内会・自治会 月  日 時 間 場 所

東戸塚GH自 治会 7月 19日  (二L) 17時～ 駐車場

柏尾台自治会 7月 26日 (土)～ 27日 (日 ) 18時～ 第二公園

柏尾富士見台自治会 7月 26日  (J■ ) 16時～ 柏尾第二公園

柏陽台AP自 治会 7月 26日 (」L)雨天の場合は27日 (日 ) 18日寺′ヽ 中央広場

優彩の街自治会 同上棋擬店で参力‖

上柏尾町内会 8月 1日 (金)～ 2日 (土 ) 18日寺30分～ 第一公園

柏尾町内会 8月 2日  (三L) 17時～ 柏尾小学校校庭

東戸塚M自 治会 8月 23日  (1[1) 17日寺′～ 中庭



平成26年度

02:平成 26年 6月 28日

第一部会

柏尾町内会『敬老の日祝賀会』開催概要(案 )

I、 敬老の 日祝賀会式典

日時:平成26年 9月 14日 (日 )12100～ 14:00

会場 :ポーラ化成工業株式会社 横浜研究所 食堂棟2階ホール

主催 :柏尾町内会

Ⅱ、祝賀会実行委員メンバー

実行委員長      斎藤純一

実行委員       副会長

総務部、会計

第一部会   事業推進部、青少年部、婦人部、子供会、青年会

第二部会   保健活動部、民生児童委員、消費生活、柏和会

第二部会   防災部、家庭防災員、防犯部、環境事業

その他    団体役員、地区担当役員、地域推薦団体

Ⅲ、敬老の 日祝賀会式次第

第1部 祝賀会式典

司会・進行          第一部会

12:00開会のことば        副会長   齋激二姜失

12:03柏尾町内会長挨拶     会 長    齋藤 純一

12:06御来賓挨拶

12:15柏 和会第二会長挨拶    会 長    野村 芳雄

12:18婦人部長挨拶       部 長    皆川 雅子

12:21民生委員・児童委員挨拶   委 員    齋藤 節子

12:25乾杯 柏和会第一会長       会 長    齋藤 繁助

第2部 祝賀懇親会

司会・進行 :副会長 天本 武

12:30

1      懇親 会 、プログラムは別紙 (作成 中 )

14:00
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Ⅳ 、準備 予 定

1、 敬老者調査・出欠確認

1)町内敬老者の調査依頼を組長様宛てに行います (8月 初め)

2)上記調査と同時に、敬老祝賀会への招待状を敬老者全員に配布

3)欠席者への出席依頼を民生より行う(柏 和会員へは柏和会より出席依頼 )

2.プログラム作成

1)出席者より余興参加者の募集

・ 柏和会の会長への依頼                   7月 中

3.予算

1)記念品を配布
。 300円 前後の予算で、品物を選定予定

2)予算金額
。  町内会 :160,000
。 その他 :150,000 合計 :310,000

3)ご祝儀に関して

・ 敬老参加者からのご祝儀は辞退する

4)欠席者への記念品配布

・ 民生児童委員に配布を依頼

5)慰労会

・ 祝賀会終了後、町内会館にて15:30頃～ 開催予定

。 慰労会の内容は婦人部に依頼し一任      ‐

v、 担 当一 覧

・  町内回覧、敬老者調査、名簿作成            総務

・  出演者への依頼、各種届け出             第一部会

● モップなどのレンタル品依頼              第一部会

・  祝賀会料理一式                   婦人部

・  飲み物、コップ手配 (本白屋様)             婦人部

・  受け付け、会計                   会計

・  会場案内、会場前横断歩道の誘導           防犯部、防災部

・  会場正門で参カロ者へのリボン西己布            防犯部、防災部

・  会場設営、片付け                  役員全員

・  慰労会準備                     婦人部
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