
平成 27年 5月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齋藤

日 時 : 平成 27年 5月 31日 (日 ) 午後 7時～9時
場 所 : 柏尾町内会館 2階大会議室

議 題 :(司会進行 : 天本副会長)

1. 柏尾地区連合町内会広報部会報告 : (5/31 コミハウスにて開催)

(1)5月 度区連会報告 : 別紙参照

(2)柏尾地区の課題について

①舞岡柏尾地域ケアプラザ祭りについて (6/14 ケアプラザにて)

②大人のインディアカ大会について (6/28 柏尾小体育館)

③少年少女スポーツ大会について (7/19 柏尾小体育館)

④防災会議の報告 (5/31 コミハウスにて開催)

⑤平成 27年度 地区懇談会について (日 時、場所、テーマ)

2. 柏尾町内会関連議題について

(1)「柏尾の 100年史」第 2期版記念誌発表会と記念誌の配布について

*5/24発表会開催 (式典には区長始め約 170名が出席)

*評議員・組長を通じて記念誌を全戸配布する (実費 500円での販売も行う)

(2)平成 27年度国勢調査の実施 (10/1)と 調査員の選任について

*柏尾町を20の調査区に分け、10名の調査員が調査票を配布・回収する

(3)平成 27年度第 1回評議員・組長会議の開催について : 別紙参照

3. その他報告事項

(1)戸 17警察署不動坂交番の移設について : 横浜市道路局より連絡あり

*テラオカの社屋解体と並行して不動坂交番を旧日野空調跡地へ移設する。

(2)消防団第三分団消防器材置き場の移設について : 吉田消防出張所長より連絡

*6月 中に連合町内会及び消防団関係者を交えて消防局担当から説明を受ける。

(3)柏陽台緑地問題について

(4)柏尾ぶらリサロンの報告 : 小山部会長

(5)会館運営委員会からの報告 : 小宮委員長

(6)戸 l‐4区役所への提出書類 : 役員現況届及び□座振替依頼書 済

(7) 「柏尾野外活動シルバー健康ひろば」 H27年 度申請書提出

(8)柏尾町内会「ワンデイサポーター」の提案 。募集について

4. 配布物 (回覧/ポスター)について

* 舞中だより、「県民のまもり」、「消防団員募集」、その他

5。  広報仕分け日  6月 2日 (火) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

6. 懇 談

以上



日時 平成27年 5月 18日 (月 )午後 2時

会場 戸塚区役所 9階特別会議室

¬
ポ瓢 AHA  戸塚 区連合町内会 自治会連絡会  5月 定例会

1 お知 らせ (警察・消防・ ごみ量 )

2 依頼事項

No 議   題 担当部署 資料種別 概  要

1

「戸塚区地域づ くり大学校」参

加者の募集について

【広報よこはま6月 号掲載予定】

区政推進課
依頼

町内会 1部

「戸塚区地域づくり大学校」ヘ
の御参加をお願いします。
日程 :7月 18日 から28年 1月 23日

まで全6回

締切 :6月 30日

2

「犯罪のないまちづくり事業」
助成金交付のご案内及び「戸塚
区地域防犯活動拠点」登録のお
願い

地域振興課
依頼

町内会 1部

≪犯罪のないまちづくり事業≫
実施しますのでお知らせしま
す。
≪戸塚区地域防犯活動拠点≫
自治会町内会館等の登録をお願
いします。
締切 :6月 30日

No 議   題 担当部署 資料種別 概  要

3

戸塚アンダーパスは歩行者・自
転車通行禁止であることの周知
のお願い

戸塚警察署
情報提供
班回覧

平成27年 3月 に開通した「戸塚アン
ダーバス」は、歩行者・自転車は
通行禁上のため、改めてお知らせ
します。

4

防災・減災推進研修 のご案内に

ついて
【市連会議題】

総務局
危機管理課 う岬̈

防災・減災推進研修を開催します
ので、参加者の推薦をお願いしま

す。
締切 :6月 26日

5

危機管理アンケー トの実施につ

いて
【市連会議題】

総務局
危機管理課 岬̈

本市の施策に反映するため、危機
管理アンケー トを実施しますの

で、́ご協力をお願いします。

実施期間 :6月 中旬～ 7月 中旬

消防団員募集チラシの班回覧の

お願い
戸塚消防署

情報提供
班回覧

新入消防団員を募集しています
ので、チランの班回覧をお願い

します。

7

平成27年度 戸塚区区政運営方

針について
【広報よこはま6月 号掲載予定】

区政推進課
情報提供
町内会 1部

平成27年度 戸塚区区政運営方針
を策定しましたので、お知らせ
します。

8

認可地縁団体が所有する不動産
の登記にかかる特例制度につい

て
【市連会議題】

地域振興課 情報提供

地方自治法の一部改正により不
動産の登記にかかる特例制度が

創設されましたので、お知らせ
します。

4 情報提供

No 議   題 担当部署 資料種別 概   要

9
平成27年 6月 号
広報とつか トビックス

区政推進課 情報提供
医報よこはま戸塚区版の内容を
お知らせします。

06月 区連会について

日 時 平成27年 6月 18日 (木)午後2時

会 場 戸塚区役所 9階特別会議室

5 その他事項

(1)戸塚区女性部連絡会への各地区連合分担金について

(2)平成27年度 戸塚区環境行動賞「ヨヨハマ 3R夢」推進功労者の表彰について

暢)平成27年度区連会夏季研修会案について

(4)その他



柏尾町内会 評議員・組長 各位

平成 27年度 第 1回評議員・組長会議のご案内

平成27年 5月 31日  '「
i

柏尾町内会 会長 齋藤純-11

前略

評議員・組長の皆様には、日頃より町内会活動へのご協力ありがとうございます。

4月の定期総会でも強調しましたように、1,OOO世帯近<の町内会組織を運営してい<上で会

員と役員会を繋ぐパイプ役として評議員・組長の皆様の役目が益々重要になってきております。

私たちは、地域の相互協力体制の構築・3強化を目指し、今後の町内会活動をよリー層充実させ、

会員の皆様が安心 。安全に生活して頂けるような町づ<り を日常不断に進めてい<必要がありま

す。

つきましては、評議員 。組長の皆様に町内会活動をより深<ご理解頂き、また皆様からの要望

を活動に汲み上げるために、「平成 27年度第 1回評議員・組長会議」を下記の要領で開催致し

ます。ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、「原則全員参加」でご協力をお願い致

します。

言己  ―――――一―――――――――――――――――――――――――――――――

1. 日 B寺 : 平成 27年 6月 20日 (上) 10:OO～ 1200
2. 会 場 : 柏尾町内会館 2階大会議室

3. 参加対象者 : 評議員、組長、町内会役員

4。  主な議題 :

(1)会長挨拶

(2)役員の紹介

(3)評議員・組長の自己紹介

(4)平成 27年度町内会事業計画の紹介

(5)評議員・組長の仕事と役割について (マニュアルの説明)

(6)地域防災体制の構築について

(7)環境事業推進活動の強化と課題について

(8)その他、質疑応答

lFlリ ト|り tZ〕ノ  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

評議員・組長会議 出欠票

柏尾町内会長 殿 平成 27年 6月

評議員・組長会議に ( 出席  ・ 欠席 ) 致します。(○印をお付け下さい)

組 名 :    組    3. 氏 名  :

* お手数ながら各評議員は担当組長分を含め出欠票を 6月 13日までに齋藤宛てご提

出下さい。 (柏 1毛町 1220 丁EL: 826-2022)



■

【平成27年度地区懇談金日程及び議題連絡用紙】

★ この連絡用紙は、各地域違携チームあて5月 11日 (月 )を目安にお送りいただけますようお願い

します。6月 11日 以降となる場合は、開催予定日の2か月前までにお送りくださヤヽ )

地酪    柏尾地区連合町内会

7月 11日 l■D10時 00分 ～ 12時 00分

第二予定日    7月  18日 (土)lo時 00分 ～ 12時 00分

■会 葛    柏尾小学校 コミュニティハウス 研修室

■懇:齢p担当者氏名    齋 藤  純 ―

■  〃  響鍛  柏尾地区連合町内会 冨1会長

.             jun_saitoh19470kuh.biglobe.ne.jp      ′

今年度のテニマ

1

不動坂交差点脇に建設予定の「消防機具置き場」の建設スケジュールと

地域 として併設を希望 している「防災備蓄庫」の建設の可能性及び

その課題について相互で情報交換 したい。

2

県営柏陽台自治会に隣接する「緑地の整備」に関するスケジュールの

確認と地元の要望に関する意見交換 (継続)

3

最近増加 している「空家」の実態調査とその対策について

特定の場所の場合は,地図を添付してください。



覧回

会長

青年会

女尋ノk音5

2015年 5月 31日

齋藤純―

江橋 賢治

皆川雅子

柏尾町内会ワンテイサポーター募集のご案内

このたび柏尾町内会では、町内で行われる各種行事を一緒に盛り上げて <ださる方を「ワ

ンデイサポーター」と称 して募集いた します。

1日 だけのお手伝いなら柏尾町のために協力していただけるという方、男女間わず、お―

人でも、ご家族でも、学生さんでも、ご都合のいいとき、おB寺間のとれる範囲で構いません。

近年、災害や殺伐としたニュースも多 <、 地 l或の力の大切さが見直されている中、一人でも

多くの方に町内行事に参加 していただき、交流の輪を広げていただけたら幸いです。

お申し込みは、お名前・メールア ドレス (または電話番号)をご連絡いただくのみです。

あとは行事ごとに担当者から詳細案内・参加募集をメール (またはお電話)いた しますので、

その都度「参加」、「不参加」を返信 していただければ結構です。

【現在行つている主な活動内容 】

・舞岡柏尾ケアプラザまつり (6月 )。 ・・

・納涼盆踊り大会 (8月 )。 ・・・・・・ 。

・敬者の日祝賀会 (9月 )。 ・・・・・・・

・秋季レクリエーション大会 (10月 )・ ・

・町内会餅つき大会 (12月 )。 ・・・・・

餅のつき手、まるめ、販売など

会場設営、各種売店の調理・販売など

会場設営、食事準備、接待など

連含町内会の運動会への参カロ

餅のつき手、まるめ、接待など

【申し込み方法 】 下記いずれかの担当まで、メールかお電話にてご連絡願います。
えばし けんじ

江橋 賢治    (メ」い       ≧土⊇O CO‐     (■D821-  〕
すすき あつのふ

鈴木 敦信    (メ Jい       ア
後型コan cOl―o     (■ D8241

なべた ようこ

£鳳田 )羊子     (TED 821-~   ; 紙回覧を参照下さい

※ご不明点、ご質Fo3などもお気軽にご連絡ください。

【登録させていただく情報 】  1.お 名前 2.メールアドレス (または電話番号)

※登録された個人情報はワンディサポーターの連絡以外に使用されることはありません。

ご登録をお待ちしております。
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柏尾町内開催行事のへお手伝いを
1日 のだけお願い出来ませんか ?

ワンディサポーターに登録頂き、行事ごとに参加の

確認をします。

内の行事をみんなで盛
り上げよう :

1日 のだけのお手伝いを

お願い出来ませんか ?

柏尾町内会

青年会、婦人部

募集方法

ご参加ご希望

の方はぽメン
バーに連絡をお
願いします。

2015/00詳細lき募集案内をご覧ください


