
平成 28年 1月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齋藤

日 時 : 平成 28年 1月 17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 :

(1)1月 度区連会報告  (1/24に開催予定の為後日重要事項のみ別途報告)

2.連合町内会関連議題について

(1)柏陽台団地に隣接する緑地整備の最終確認 (1/31 2∞ 人規模で実施)

(2)FMと つか 町内会紹介コーナーでの出演報告 (1/11 12:15～、澁谷副会長)

(3)柏尾地区第 3期ハー トプランの策定について (1/7開催):民児協 齋藤会長

(4)戸塚区賀詞交換会 (1/5)及び出初式 (1/9)の報告 : 齋藤

(5)元旦マラソン大会報告 (1/1): 青スポ協議会

(6)ド ッジ/■ii―ル大会 (2/21、 柏尾小体育館)について :子ども会

3.柏尾町内会関連議題について

(1)「消防器材置き場と防災倉庫建設プロジェク ト」第 7回会合報告 :栗原リーダー

*防災倉庫の建築計画、備品計画、資金計画について提案 別紙参照

*消防車庫の移設について工事のお知らせを近隣会員へ配布する件

(2)H28年 度「役員推薦委員会」第 3回会合の報告 : 小山委員長

(3)柏尾町内会防災マニュアル作成プロジェク ト (Kプロジェク ト)報告 :澁谷副会長

*1/16 地域内の危険個所を中心に調査、マップに記入を行う。

(4)「学援隊」の柏尾町内会グループの立ち上げ準備会報告 : 会長

*1/17開催、11名参加、「柏尾支部」のまとめ役 3名 (野村、高島、鍋田)を選出、

学校及び運営委員会との調整を踏まえ、4月からの活動を目指す。

(5)柏尾町内会 賀詞交歓会報告 : 1/10開催 42名 参加 記念撮影後懇談

(6)初午稲荷講の開催について (2/11) 柏尾町内会館 別紙参照

(7)地域防犯活動拠点 運営部品に関する調査 : 地域振興課 (1/29必着)

4。 その他報告事項

(1)柏尾ぶらリサロンの報告 : 小山部会長

(2)会館運営委員会からの報告 : 小宮委員長

5。 配布物 (回覧/ポスター)について

6.広報仕分け日 2月 1日 (月 ) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

7.次回役員会の日程について : 2月 21日 (日)19時 ～ 柏尾町内会館

8.懇 談

以上



柏尾町内会員 各位

平成28-29年度 町内会役員公募のお知らせ  ._
役員推薦委員会 委員長 小山亮声 _'

拝啓

新しい年を迎え、会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

また、日頃より町内会運営に、多大なるご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

本年度も安全・安心な町づくりを目指して、新たな決意の下で役員―同一層奮起

する所存です。引き続き会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

こうした中で、本年度は町内会役員の改選時期となります。町内の新たな発展・

拡大強化を目指して新しい力の登場を期待します。つきましては、下記の要綱で有

志の会員の町内会役員への公募を行うことと致します。多くの会員の皆様の積極的

な立候補をお願い致します。
敬具

―――――――‐―――――――――~~~――――~― ―~~~― ――~~― ――――言己 ―――――――――~― ―~~~――――~― ―――――――――――――~― ―――――

1.改選となる役員と人数 :町内会長1名 、町内副会長3名 、会計2名 、監事2名

2.任期 :2年 (町内会会則第 6条/平成28年 4月 1日 ～平成30年3月 31日 )

3.応募資格 :満 20歳以上の柏尾町内会

民に役員推薦委員へ申出を行い、氏名、4.応募方法 :平成28年 2月 20日 (土 )ま
.

住所、電話番号、希望役職を届出用紙にご記入下さい。

(用紙は各委員が保管しています。)

連絡先 役員推薦委員 :

小山亮吉 (822-9519)、 賓本義則 (824-6263)、 鍋田洋子 (821-7345)

野村芳雄 (822-6679)、 斎藤節子(822-1024)、 皆川雅子 (824-9167)

天本勇 (823-0053)、 福井肇 (825-3967)、 内島弘美(826-0711)

5.決定方法 :2月 末開催予定の町内会役員会に報告の上、3月 度役員会にて候補

を決定し、4月 末予定の定期総会にて正式選任となります。

(町内会会則第7条 2項 )

6.その他 :上記以外の各事業部の部長は町内会長が指名し、定期総会において

正式に委嘱されます。(町内会会則第21条 )

平成28年 1月 17日

以 上

*回覧は速やかにお回し下さい。



柏尾町内会会員各位 回 覧

平成 28年 1月 17日

柏尾町初午稲荷講

講長 齋藤純一

柏尾町初午稲荷講のお知らせ

初春の候、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、恒例の柏尾町初午稲荷講を下記の通り開催致しますので、多数の皆様のご参加

をお待ち致しております。

初午稲荷講とは、五穀豊穣と町内皆様の家内安全を御祈願する行事です。

記

日 時 : 平成 28年 2月 11日 (祝)11100～ 14:00

会 場 : 柏尾町内会館

11:00 益田庄太郎氏宅のお稲荷様 参拝

12:00 町内会館にて祝詞奉納 会食

参カロ費 : 1,000円  (粗食の用意を致しております)

(自 由参加ですので希望者は当日会場へお越しください)

以  上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

キ回覧は速やかにお回しください。



回覧
平成 28年 1月 17日

柏尾町内会 会員の皆様

柏尾町内会会長

子供会会長

一朦

田

旅扇
太

組

来年度(H28年度)の新 1年生を教えて下さい

初冬の候、町内会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の事と存 じます。

日頃より、子供会活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。

付きましては、来年度 (平成 28年度)の子供会名簿を作成する為に、」ヽ学新 1年生の

確認にご協力をお願い致 します。新 1年生がいらっしゃるご家庭は、こちらの用紙に

ご記入をお願い致 します。

「組長殿」

組長は組単位に回覧、回収をお願い致 します。

回収 した本用紙を 2月 20日 までに担当評議員に提出をお願い致 します。

「評議員殿」

回収 した本用紙は 2月度役員会 (2/21)に提出をお願い致 します。

純―

慶子

新 1年生氏名 保護者名 住  所 電話 備考

柏尾町

柏尾町

柏尾町

柏尾町

柏尾町

…


