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平成２５年度朝日ヶ丘町内会定期総会（概要） 
○日時：平成 25 年 4 月 14 日(日) 
         10 時 00 分～11 時 30 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 （開会を前に、昨年度亡くなられた 7 名の会員

の方々に黙祷を捧げました。） 
○開会のことば  飯田副会長 
○会長挨拶 林副会長 
 本日は、会員（含委任状）、相談役・ご来賓等多

数の皆様に平成 25 年度当朝日ヶ丘町内会定期総

会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

心より厚くお礼申しあげます。 
赤坂会長ご逝去（昨年 7 月 11 日）後は、副会

長 3 名で会長職を分担兼任し、役員全員が協力し

合い町内会運営に邁進してまいりました。会員の

皆様のご協力のお蔭をもちまして何とか本日の

定期総会を迎えることができました。重ねてお礼

申しあげます。 
議題に入る前に、私の方から何点か説明させて

いただきます。 
１． 町内会館外装改修工事 
①落ち葉が屋根ダクトを塞ぎ、何回かの暴風雨に

より溜まった雨が玄関軒先及び屋根の裂け目か

ら雨漏りとなり、トイレが水浸しとなりました。 
②事業計画外の多額な支出が想定されますので、

どこまで修理するかを苦慮していましたが、会館

運営副委員長の讃岐さんのご主人から「火災保険

の適用により修理が可能」とのアドバイスをいた

だきました。（讃岐さんの自宅を火災保険適用に

より改修した経験有り） 
③役員会で、火災保険金範囲内での改修を決議し

て、保険会社（含む代理店）との折衝・業者選定

を国分さん・讃岐さん（ご主人）に委任しました。 
④改修工事（ダクト管補修工事・屋根塗装・外壁

塗装・既存外壁張替工事）業者：職人工房 
改修工事期間：11 月 15 日～11 月 30 日、保険金：

1,043,383 円、業者支払金額：1,040,000 円 
＊リフォーム悪質勧誘に注意（4 月 11 日道新朝刊

記事） 
・火災保険では、経年劣化による保証は対象外だ

が、雪害や自然災害であれば対象となる場合が多

い。 
・火災保険金を使えば家を無料で修理できる。 
（虚偽申請の勧め） 
２．事業計画未達成 
①子どももちつき大会（子どもクリスマス会との

日程調整つかず） 
②防災研修会（消防署との事前調整が遅れにより

日程確保できず） 
３．議題（8）その他内での 役員改選の決議 
①「役員改選」を議題として個別表記をすべきと

ころを欠落してしまいましたので、「その他」の中

で審議いたしますことをご了承願います。 
②太田役員選考委員長（5 班）が選考結果を説明

いたします。 
○来賓ご挨拶 
・岩本剛人北海道議会議員（代理田中事務局長） 
・梶谷大志北海道議会議員 
・北村光一郎札幌市議会議員 
○総会成立報告（開本広報部長） 
 本日出席者 89 名、委任状 123 名、合計 212 名

となり、町内会会則に基づき過半数 135 名を超え

ましたので、本日の総会が成立したことを報告い

たします。 
○議長・議事署名人選出 
 ・議長 佐藤 和雄さん（1 班） 
 ・議事録署名人 
  坂野麻里さん（1 班）山木真弓さん（5 班） 
＊佐藤議長の進行で、審議がスムーズに運びまし

た。 
◎議 題 
1.平成２4 年度事業実施報告（林副会長） 
 （総会資料３～６ページに基づき報告） 
・平成 24 年度定期総会は 203 名の参加で開催さ

れた。 
・役員会は隔月 6 回開催 



・福祉推進員会の関係は、年 3 回のきたのくらぶ

in 朝日ヶ丘を実施し、健康に関する行事をしてい

ます。また、一人暮らしの方々と懇親会を催し、

敬老の日には 75 歳以上の方に 1,500 円のラルズ

の商品券を贈呈しています。 
・青少年育成部の関係では、夏休みラジオ体操（今

年度から 2 箇所で実施）ハローウィン、クリスマ

ス会、年末子ども防犯パトロールを実施しました。 
・防災の関係では、年 2 回札幌市と千歳市の防災

センターに体験視察をしています。札幌市はリニ

ューアルをしましたので、多くの方に参加してい

ただきたい。また、夏期・冬期に夜間パトロール

を役員・ボランティアで実施しました。 
・9 月から 11 月にかけて各班の懇親会を実施し

て隣近所のよしみを深めてもらいました。 
・例年の夏祭り、新年交流会、吉田川河岸清掃な

どを皆様の協力のもと実施しました。 
2.平成 24 年度一般会計・特別会計収支決算報告 
（西田会計部長）総会資料Ｐ7～10 に基づき説明 
（一般会計） 
・一般会計の収入、助成金は 271 世帯で計画しま

した。 
・街頭修理は 1 灯実施しました。 
・夏祭りの売り上げが増加しました。 
・資源回収、青少年育成助成金が入りました。 
・支出では、町内外交通費が減少しました。 
・町連 30 周年記念式典で渉外費が増加しました。 
・敬老費の贈り物は 118 名分でした。 
（特別会計） 
・特別会計で会館使用収入が増加しました。 
・雑収入で保険金が入りました。 
・3 月分の電話料の引き落としが 4 月なので次年

度に繰越しました。 
・灯油の高騰により予算より増加しました。 
（財産目録） 
・次年度繰越金は 3 会計を合計で 2,036,987 円 
・預け入り先は、郵便局と北海信金です。（資料の

通り） 
3.会計監査報告（近藤監事） 
平成 25 年 3 月 31 日午後 5 時から、各会計収支

報告書に基づいて会務の執行及び会計について

監査した結果、適正である旨の報告がありました。 
（質疑応答） 
（質）街路灯の修繕が 1 灯なったのはどうしてで

すか。 
（答）3 灯の修繕を予定していましたが、赤坂会

長が仕切っていて具体的な場所について把握し

ていませんでした。LED に替えると市の補助金が

あるので、町内でも負担するものに替えるか再度

全体を確認することとし、次年度へ見送りました。 
＊以上の報告について、拍手をもって承認された。 
 
4.平成 25 年度事業計画（案）（林副会長） 
（総会資料 12～13 ページに基づき説明） 
・今年は役員改選ですので、計画としては昨年と

同様の事業を継承して計画を立てました。 
・歴代の会長さんの思いを基本原則にしながら、

会員各位の協力をいただきながら、役員の密なる

連携のもとで、安全・安心の町内会づくりにボラ

ンティア活動として努力していきます。 
・高齢化が高くなってきているので、防災に努め

ます。元会長坂野さんは、朝夕毎日スクールガー

ドとして、横断歩道に立っておられます。 
・前年度でパソコン、プリンターの購入を計画し

ましたが、管理の問題や印刷代が町連の方が安こ

ともあり、執行を見送り、今後も研究していきま

す。 
・町内会館のカラオケ装置が長年使用され不具合

も出てきているので、インターネットを利用した

カラオケなどを導入して子ども達にも利用でき

るよう研究をしていきます。 
・街路灯はＬＥＤ化に更新して、市移管へ推進し

ます。今年は 3 灯を予算上見ています。 
・ゴミステーションの管理では、ネット・サーク

ルの購入では市の補助申請があるので、時間がか

かります。ゴミステーションの使用マナーの問題、

位置、場所の問題もあり今後検討していく必要が

あります。 
・市から提供された防災用具きちんとしまえ、か

つ安全な場所に防災倉庫を用意する必要があり

ます。他の町内会のように公園に設置するのもい

いかも知れません。朝日ヶ丘公園で検討する必要

があります。 
・町内会の書類を保管する書庫を整備したい。 
・これらは新役員で検討して進めますが、予算に

ないものは皆様のご協力を得ながら進めていき

たい。 
 
5.平成 25 年度一般会計・特別会計予算（案） 
             （西田会計部長） 
（総会資料 15～17 ページに基づき説明） 
・一般会計では、収入を 271 世帯で計算していま

す。青少年助成金は今年度限りで減少しています。

街路灯の修繕は 3 灯分を見込んでいます。敬老会

費は 120 名をみています。 
・会館会計使用料は昨年度予算並みにみています。



備品・消耗品では書庫等事務機器をみています。

その他は昨年と変わりません。 
・除排雪は昨年度並みにみています。 
＊以上の計画（案）及び一般会計・特別会計（案）

は拍手をもって承認された。 
 
6.会館運営に関する事項 
・会館運営に関する事項については、会館の修繕

費等会長挨拶で説明されているので割愛します。 
 
7.町内会会則の一部改正について 
・会計は業務量を勘案すると、会費を郵便局に納

めたり、様々な支出に対応して負担が大きく、配

慮が足りませんでした。今年度から会費を受領す

る所を 2 箇所にし、事務処理 1 名の 3 名体制にし

ます。また「会計」を「会計部」にして役員行動

費を 2 千円から 3 千円値上げをしたい。 
＊拍手をもって承認された。 
 
8.その他 
・役員改選について（太田選考委員長） 
 平成 24 年・25 年度の班長を中心として 11 月

23 日に発足いたしました。計 4 回の審議の結果、

留任を前提としていたしますが、退任の方の役職

を中心に選出しました。 
会長 尾上潤吉（新：5 班）、副会長 今城則明（留：

2 班）、副会長 田村克美（新：7 班）、副会長 
都澤欽一（新：3 班）、総務部長 根本輝利（新：

8 班）、同副部長 岡本隆明（新：６班）、会計部

長 楠 博友（新：8 班）、同副部長 坂野麻里 
（新：1 班）、同副部長 若林由佳子（新：8 班）、

監事 近藤正躬（留：6 班）、清水 剛（新：8 班）

（敬称略）以上 11 名（留任 2 名、新任 9 名）の

方々を役員選考委員会として、推薦提案いたしま

す。 
＊太田選考委員長から役員推薦についての提案

に対し議長が諮り、全会一致の拍手で承認された。 
 
9.議長解任挨拶 
 
10.平成 25 年度新旧役員挨拶（総務部長司会） 
 
・平成 24 年度班長さん、ご苦労様でした。 
 新年度班長さん、よろしくお願いします。 
・平成 24 年度女性部役員さん、ご苦労様でした。 
新年度の女性部の役員さん、よろしくお願いしま

す。 
竹内（1 班）、武田（2 班）、井上（3 班：部長）、

齊藤（4 班：会計）、石橋（5 班）、水野（6 班）、

栗原（7 班）、楠（8 班）、小野寺（9 班：副部長） 
（敬称略） 
 
＊新役員挨拶 
・林副会長、飯田副会長、西田会計部長、宇佐美

監事の 4 名が退任されます。長い間ご苦労様でし

た。新役員の方々よろしくお願いします。微力で

すが皆様の協力を得ながら進めていきたいと思

いますのでよろしくお願い致します。 
 
○閉会のことば  今城副会長 
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平成 25 年度 第１回役員会 
○日時：平成 25 年 5 月 12 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 20 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
（会長挨拶文） 
 こんばんは、役員の皆さんにはお忙しいところ

ご出席いただき有難うございます。今年度は役員

改選期にあたり、総会で承認された役員の方、ま

た新会長から委嘱された専門部役員の方、その中

では継続して受けていただいた方、無理をして引

き受けていただいた方など、誠にありがとうござ

います。 
 私は平成 15 年度から、総務副部長、部長とし

て 10 年間町内会に関わってきましたが、いざ会

長を仰せつかるとなると、緊張し、困ったなとい

う心境でありますが、前赤坂会長はじめ諸先輩方

の重ねてこられた伝統を大事に、安全・安心な楽

しい町内会になりますように、微力ながらみなさ

んのご協力を得ながら少しづつ進めて参りたい

と思います。 
 総会資料の事業実施計画に基本的な考え方と

して以下の 3 項目を載せました。 
(1)人生の先輩・高齢者の方々を大切にし、特に防

災に努めます。(2)幼児、児童生徒の皆さんを学校

等と連携を図りながら地域で守り、特に防犯に努

めます。(3)事業実施に当たっては、原則として役

員会を通じて推進し、会員各位の浄財を適正有効

に運用いたします。なお、重要課題に直面した時

には町内会相談役や顧問の知恵や協力も頂くよ

うにいたします。もうすでに、班長さんをはじめ

専門部の役員の方々には具体的に活動を進めて

いただいております。町内に転入されて来る方が

まだまだおられますので、情報が入りましたら速

やかに会長へ連絡をお願いいたします。 
 
○役員の自己紹介 

 
○報告事項 
(1)総会実施の報告 
 平成 25 年 4 月 14 日(日)午前 10 時から定期総

会を実施しました。会員総数 269 人の内、出席者

89 人、委任状 123 人、合計 212 人で過半数に達

しました。活動報告、会計報告、監査報告、及び

今年度の活動計画全てが承認されました。  
 
(2)町内街路灯の修繕について 
 現在、町内会では街路灯の管理を 18 灯してい

ます。明石生活安全部長が調査し、札幌市とも協

議した結果、一番古い４灯を町内会で、２灯は札

幌市が修繕し、うち５灯を札幌市へ移管すること

になりました。大型連休明けに予算より１灯多く

前倒しで執行しましたことで承認をお願いしま

す、（承認）。 
 
(3)外部会議等の出席報告（会長、役員、各部長他） 
・4/6 北野小学校入学式 林副会長 
・4/9 北野中学校入学式 林副会長 
・4/14 平成 25 年度朝日ヶ丘町内会定期総会 
・4/15 春の交通安全街頭啓発 西友清田店前 
     （会長、明石部長、宇佐見寿会会長他） 
・4/17 清田区防火管理者協議会総会 

（箭内防火管理者）   
・4/20 寿会総会（会長） 
・4/21 北野町連定期総会 

（会長、田村・都澤副会長） 
・4/22 道税減免申請手続き（会長） 
    清田区認可地縁団体諸手続（会長） 
・5/8  北野青少年育成委員会 
            （菊地青少年育成部長） 
 
(4)その他 
・AED（心臓が停止状態の時に回復のために使用

する機器）の購入について 
  今後、防災研修会の実施を含め役員会におい

て検討します。 



○審議事項 
(1)各部の年間計画について                      
  別紙資料にて総会で承認された「主な年間行 
事計画」を 40 件記載しています。各事業は役員

各位が協力・連携しながら取り組んでいきまし

ょう。 
 
(2)当面の行事計画 
・5/18 厚別川やまべ稚魚放流(会長) 
・5/20 北野地区町連第 1 回町理事会（会長） 
・5/23 第 2 回北野連合会館改築検討委員会 

（会長） 
・5/25 吉田川河川敷草刈清掃  
   「北野連合会館」改築の意見交換会 
           (会長、田村副会長) 
・ 吉田川河岸清掃の申込者は現在 42 名程にな

っています。5/25 日吉田川 2 号橋に 9 時前に集

合をお願いします。寿会の方々は町内会館内外

の清掃をしていただくことになっています。 
・6 月中旬 防災研修（白石区防災センター） 
・7 月中旬 夏の交通安全街頭啓発 
・7 月下旬 夏休み子どもラジオ体操 
       夏の町内夜間パトロール 
 
(3)1 年間の定例役員会の設定について 
 ・基本的に奇数月の第 2 日曜日として、別紙の

とおり承認されました。 
 
(4)町内会費の徴収について 
 ・各班長さんには、1 年間会費徴収のためご苦

労をおかけします。そこで、会員宅を訪問して

留守の時は、メモ（手紙）等をポストに入れて

連絡を取る工夫をしてください。会計副部長へ

は、翌月５日くらいまでに届けるようにしてく

ださい。 
 
(5)班懇親会の決算報告について 
 ・会員一家庭につき、５００円の補助があるの

で、収支決算報告を行うようにしてください。 
 
(6)その他 
・役員等組織連絡系統図の会員への配布について 
  会員の連絡用として配布が役員会で承認さ

れました。個人情報も含まれるため取り扱いに

注意してください。 
・町内会館のピンク電話について 
  年間使用料が 300 円と使用率が低く、年間維

持費予算が 35,000 円程度となっているため、

会館運営委員会で利用状況を調査し、存廃につ

いて役員会に図ることとしました。 
 
町内運営の基本方針（役員の願い） 
・明るく笑顔がこぼれる朝日ヶ丘町内会にな

るよう役員各位の相互協力を密にしましょ

う！！ 
・子どもたち・高齢者にとって、また会員各 
位にとっても、安全・安心で清潔な町内そし 
て楽しい事業にするために一歩ずつ進めま 
しょう！！ 

 
 

※消防署からの注意！！ 

 火災防止のために 

 ・家の周りの整理整頓 

 ・灯油タンク・ボイラーの油漏れに注意 

 ・ライターなどの管理 

※警察署からの協力依頼！！ 

 ・春の交通安全運動 

   気をつけて！青になっても左右 

 ・大切な自転車を守るために 

   防犯登録とツーロック！ 

 ・振り込め詐欺などの防止 

   落ち着こう 振り込む前に相談を！ 

 ・山菜採りの事故防止 

   山菜採り 無我夢中に落とし穴！ 

 
    北野交番  ℡ ８８１－３５８５ 
    豊平警察  ℡ ８１３－０１１０ 
 

 
 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ７３   号 
平成 25 年 ７月 31 日 
編集 ： 総務部 

 
平成２５年度 第２回役員会 
○日時：平成 25 年 7 月 14 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 20 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。寒い春から暑い夏になり急な気

温の変化で、体調には十分気をつけてください。 
北野連合会館改築の検討会も 4 回目になり、おおよそ

の骨格が見えてきました。多くの要望がありますが、建

築面積からいろいろ制約が出ています。 
北野ふれあい夏祭りが 27 日にありますが、各専門部

の部長さん等にはいろいろとお手伝いの話があると思い

ますのでよろしくお願いいたします。 
当町内会もこれから行事が多く予定されております。

皆様のご意見とご協力をいただきながら進めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 
 
○報告事項 
(1) 吉田川河川（公園）清掃の実施について 
・5/25（日）実施。会員・ご家族含め 72 名の皆様のご協

力で終了いたしました。（会館内外清掃は寿会の皆様） 
(2)きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第 1 回）について 
・6 月 19 日（水）に実施して、30 名以上の方が集まり、

歌を歌ったりして楽しく過ごしました。 
(3)札幌市民防災センター見学（体験）の実施について 
・6 月 20 日（木）実施し、5 名の参加がありました。設

備がリニューアルして、非常にリアル感がありました。

是非、多くの会員の方が参加していただきたいです。 
(4)七夕祭りについて 
・事業計画にはありませんでしたが、7 月 7 日（日）に

実施しました。参加者 47 名（うち子ども 32 名）ご協

力家庭 30 軒で、会員と子供たちとの交流が図られ、

来年も引き続き行いたい。 
(5)夏の交流安全運動について 
・7 月 11 日（木）札幌三菱自動車北野店前で街頭啓発を

行いました。 
 

 
(6)外部会議等の出席報告（会長、役員、各部長他） 
・5/27（月）平成 25 年度北野地区福祉推進協議会総会 

(会長) 
    福祉のまち推進ｾﾝﾀｰ第１回運営委員会  (会長) 
・5/30（木）平成 25 年度北野地区「地区懇談会」(会長) 
・6/5 （水）あしりべつ郷土館運営委員会通常総会 
                      （田村副会長） 
・6/7（金） 理事研修会 白石、平岸開館視察  （会長） 
・6/16（日）札幌市民防災団体連合会役員会  (会長) 
・6/19（水）第１回きたのくらぶ in 朝日ヶ丘 
                     （福祉推進委員会） 
    第 1 回札幌市立北野小学校スクールゾーン実行 

委員会                （会長） 
    平成 25 年度北野中学校区地域子どもを育てる 

協議会総会             （会長） 
・6/20（木）札幌市民防災センター見学(体験)  

第 23 回北野ふれあい夏祭り第１回実行委員会   
（会長） 

第 2回北野地区福祉のまち推進センター運営委 
員会                （会長） 

・6/23（日）北野子供みこし運営委員会  （田村副会長） 
・6/24（月）第 3 回北野連合会館改築検討委員会 （会長） 
    平成 25 年度清田区地域防犯ﾈｯﾄﾜｰｸ会議講演会 

(会長､総務部長） 
    ・振り込め詐欺の防止策では、孫・息子と名のる 

不審者が必ず携帯電話を変更したというので、 
従来の電話に確認をとるように、また、普段か 
ら孫・息子とコミュニケーションとるよう指導 
がありました。 

    ・過払社会保険料の還付はあり得ない話なので、 
お金に目をくらまないことが必要とのことです。 
・円山地区で小学校の下校時（14～16 時頃）に 
犬の散歩をして「子どもの見守を続けている会」

の発表がありました。 
・6/25（火）実務研修会(自営消防訓練) 

(高崎会館運営委員長） 
・6/29●本間敏男様（３班）ご逝去 
 



・7/3（水）きたのくらぶ in 町内会自治会運営委員会 
（会長） 

・7/11（木）夏の交通安全街頭啓発運動 （会長、寿会） 
・8/31（土）清田区防災訓練（予定） 
(7) その他 
・区長表彰： 故赤坂前町内会長、飯田前副会長  
・防火管理者資格取得：7/5 付 箭内防火管理者 
・5/16（木）中西厚生部長、清田区クリーン衛生協議会

の研修会に参加し、ゴミ分別について研修をしました。

また、北野ふれあい夏まつりで（15 時～18 時の間で）

は、ゴミ処理のお手伝いをします。 
・6/8（土）銭目体育部長が町連部会に出席。8 月にソフ

トボール大会を実施します。7/7（日）は「厚別川河川

敷を歩く集い」で町内から 3 名参加しました。 
・当町内の北野 4 条 1 丁目で、8 月上旬から 10 月下旬の

期間で道路工事が予定されています。工事が始まる前

に、関係する各家庭に案内があると思われますので、

ご注意ください。 
 
○審議事項 
(1) 夏の町内夜間防犯パトロールについて 
 7/29（月）～8 月末まで役員及びボランティア 2 名体

制で実施。（名簿は後日配布） 
(2) 女性部主催の見学会について 
  9 月下旬にルーンダットン（軽い体操）を予定 
(3) 町内・女性部癌検診について 
  現在 7 名の申込み。検診日 8/3 
(4) 夏休み中のラジオ体操について 
 7/26～8/10まで吉田川公園及び朝日ヶ丘公園で実施。 

(5) 区民夏まつり・北野ふれあい夏まつり協力について 
  ・8 月 3 日（土）に、区民夏まつりが区役所前広場で

あります。 
  ・7 月 27 日（土）には、北野ふれあい夏まつりがあ

り、各専門部長にはご協力をよろしくお願いします。 
(6) 当町内会の夏まつりについて 
  8/25（日）例年同様に実施、具体案は、後日担当役員

打合せを行いご連絡いたします。 
(7) 班懇親会の開始について 
  9 月～11 月の間に班内の相互親睦を目的として開催

願います。（会館を使用の場合は事前に申込み要） 
(8) その他 
 ・班編成の見直し ～今後役員会において検討。 
 ・北野連合会館が 25.11 月取り壊し、27.3 月竣工予定 

のため、「朝日ヶ丘町内会館」を他町内からの使用希望 
が見込まれます。行事予定は早めに申込み下さい。 
 
 
 
 
 

※ 空き巣ねらいを防ぐために 

     ＜チェックしましょう＞ 
 
(1)戸・ドアや窓には鍵を２つ以上つけてますか？ 
＜泥棒の約７割は、開錠に５分以上かかると侵入を

あきらめ、10 分以上だとほぼ全員が退散します＞ 
・戸・ドア・窓には主錠だけでなく、補助錠も取り

付けましょう。 
・錠前は防犯性能が高い「ＣＰマーク」があるもの

が、安心・安全です。 
 
(2)家の周りに自転車などを置いていませんか？ 
＜泥棒は身近にある物を足場にして上階の窓から

も侵入します＞ 
・ポリバケツ、物入れ、古新聞、雑誌の束なども置

かないこと。 
・雨どい、ひさしの設置状況、立ち木の配置にも注

意。 
 
(3)ゴミ出しのとき、戸締まりをしていますか？ 
＜ゴミ出しついでに近所の人と立ち話、子供の幼稚

園の送迎バス待ちなども危険な時間です＞ 
・ちょっとの留守でも油断せず必ず施錠しましよ

う。 
・浴室、トイレの窓の施錠も忘れがちになります。 
 
(4)帰宅が夜になるとき、明かりをつけて出かけます

か 
＜夜、室内に明かりがついていないのは留守宅のし

るしで、絶好の標的です＞ 
・昼にカーテンを閉めている家、雨が降っても洗濯

物を取り込まない家も危険。 
・長期不在の時は、新聞の配達を一時休止し、お隣

ご近所にも一声かけて、目配りをお願いしましょ

う。 
 
(5)留守するとき、置き鍵をしていませんか？ 
＜郵便受けの中、植木鉢の下は隠し場所として、泥

棒にとっては常識です＞ 
・合い鍵は家族一人ひとりが持ち、それぞれしっか

り管理するのが原則です。 
・どうしても置き鍵をする場合は、家族にしか絶対

わからない場所に隠しましょう。 
 
        （札幌豊平防犯協会連合会） 
 

 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ７４   号 
平成 25 年 9 月 24 日 
編集 ： 総務部 

 
平成 25 年度 第３回役員会 
 
○日時：平成 25 年 9 月 8 日(日) 
      19 時 00 分～19 時 45 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。暑い夏から涼しい秋にな

ってきました。油断して風邪をひかないよう気を

つけてください。 
 北野ふれあい夏まつりは、後半雨になりました

が、なんとか花火を上げることができました。ま

た、当町内会の夏祭りも、準備中ゲリラ豪雨にみ

まわれましたが、セットしたシートのお蔭で焼鳥

を焼くことができ、また濡れながら「とうもろこ

し」もゆでていただきました。役員皆様の臨機応

変なご協力で、ケガなく無事終了することができ、

感謝申し上げます。 
これからも行事が予定されております。皆様の

ご意見とご協力をいただきながら進めてまいり

ますので、よろしくお願します。 
 
○報告事項 
(1) 町内夜間防犯パトロールについて 
  7/29 から 8 月末まで約 1 ｹ月にわたり実施し

ました。特記事項はございません。11 月から冬

季のパトロールも行いますので、引き続きご協

力願います。（亀松防災委員長） 
(2) 女性部主催の見学会について 
  ルーシーダットン（軽い体操）を 9 月下旬に

予定している（場合により 10 月）旨、報告が

ありました。（井上女性部長） 
(3) 夏休みラジオ体操について 
  7/26～8/10 の 2 週間（1 日雨で中止）吉田川

公園とあさひがおか公園で行いました。参加者

は大人 21 名、子ども 35 名で子どもの精勤賞は

19 名でした。（菊池青少年育成部長） 

 
(4) 町内会夏まつりについて 
   8/25 に実施いたしました。内容は会長挨拶に

記載しております。 
  収支決算につきましては、焼鳥及びとうもろ

こしの予約が多く本数を増量したこと、ビンゴ

ゲームの景品数を増やしたこと、雨天対策等の

ため、消耗品（今後も使用できる）を購入した

ことから 6 万円程増加しております。また、6
月に転居されました国分氏からのご寄贈を「国

分賞」としてビンゴゲームの景品とさせていた

だきました。 
(5) きたのくらぶ in 朝日ヶ丘(第 2 回)について 
  8/7 実施。38 名の参加で、「オレオレ詐欺」

対策等防犯についてのお話がありました。 
(6) 外部会議の出席報告について 
 7/23（火）●橋場スエ様（1 班）ご逝去 
 8/ 6（火）第 2 回「北野連合会館」改築意見交

換会（田村副会長） 大筋レイアウト決定 
 8/ 7 （水）第 2 回「きたのくらぶ in 朝日ヶ丘」 
                  （会長） 
 8/17（土）北野西地区子ども神輿運営委員会 
        （会長、菊池青少年育成部長） 
 8/21（水）第 3 回北野地区町内会連合会理事会 
   （会長） 北野ふれあい祭り総括等 
 8/25（日）朝日ヶ丘町内会夏まつり 
 8/29（木）第 5 回北野連合会館改築検討委員会 
   （会長） 意見集約等 
 8/31（土）北野連合町内会ソフトボール大会監

督会議         （銭目体育部長） 
 9/ 8（日）北野連合町内会ソフトボール大会 
  4 チーム約 50 名参加   （銭目体育部長） 
 9/12（木）北野子どもみこし（14:30～15:30） 
    10 名参加予定  （菊池青少年育成部長） 
 9/27（金）秋の交通安全市民総ぐるみ運動街頭

啓発（北野まちづくりセンター前 14:30～） 
 10/27（日）北野福祉まつり（北野連合会館、

北野児童会館） 
 



(7) その他 
 ・町内会夏まつりフリーマーケット収支報告 
  菊池青少年育成部長から 7,980 円の収入があ

り今後の行事に充当する旨の報告がありまし

た。 
 ・会長から、当町内会に隣接する「丸増マンシ

ョン（28 戸）」の一世帯から入会希望があり 9
班に組み入れました。今後も加入の要請、協力

会員への勧誘等を促進したいとの報告があり

ました。 
 
○審議事項 
(1) 敬老祝品の贈呈について 
  9/13（月）福祉委員会より 75 歳以上 119 名

に長寿を記念し、商品券をお渡しいたします。 
(2) 各班の懇親会について 
  開催決定：1 班（10/12）、5 班（10/6） 
(3) 秋の交通安全運動について 
  北野まちづくりセンター前 14:30～ 
(4) 秋の火災予防運動について（9/27） 
  期間 10/15～10/31 当町内会は数ｹ所「火の

用心」の旗を設置（会館前他）します。 
(5) 防災研修について（千歳市防災センター） 
  参加者が固定されている傾向があり、防災委

員会として内容を検討しているとの報告があ

りました。（亀松防災委員長） 
(6) 福祉懇親会（ひとり暮らしの方）について 
  9/29（日） 11～13 時、70 歳以上の一人暮

らしの方を対象に、食事をしながら懇談します。 
 （高崎さんの尺八のご披露も予定） 
(7) 平成２５年度福祉除雪について 
  対象：70 歳以上一人暮らしの方。募集期間

9/2～10/4 関係機関まで申し込みください。 
  申し込み先 
   清田区役所保険福祉課 
   清田地区まちづくりセンター 
  同様に、除雪を行っていただく方も募ってお

ります。除雪期間は 12/1～3/25 
(8) 次年度班長について 
  各班の懇親会などでお願いしていただき、早

めに決定していただきたい。（会長） 
(9) 今年度第２回資源回収について 

（10 月 20 日 9 時）各家の玄関前に置いてく

ださい。回収車が巡回します。 
 
 
 
 

(10) その他 
・懇親会分担金の手続きについて 

各班の懇親会を開催する場合は、分担金申込

書等の提出が必要ですので、会長へ手続きして

ください。（会長） 
・道路工事について 
  9 月中旬から 11 月中旬の期間、北野 3 条 1
丁目道路（斎藤宅・菊池宅から根本宅・寒川宅

の間）工事があります。詳しくは清田区土木部

維持管理課から、関係家屋へ説明および協力の

要請がなされる予定です。ご協力願います。 
                  （会長） 
   

 

  オレオレ詐欺等特別詐欺の防止 

＜振り込む前に確認を！！＞ 
  
携帯電話の変更は元の番号で再確認！ 

 家族の「絆」で振り込め詐欺被害を防止！ 
 
 家族の安全安心「絆」シート 
  
 ・お子さん（お孫さん）のお名前は 
    （              ） 
 
 ・お子さん（お孫さん）の住所は 
    （              ） 
 
 ・お子さん（お孫さん）の携帯電話番号は 
    （              ） 
 
 ・お子さん（お孫さん）のお仕事は 
    （              ） 
 
 ・お子さん（お孫さん）の好きな食べ物は 
    （              ） 
 
 ・お子さん（お孫さん）の嫌いな食べ物は 
    （              ） 
 
 ・家族の防犯キーワード（合言葉）は 
    （              ） 
 
           札幌市豊平警察署 
 

 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ７5   号 
平成 25 年 11 月 26 日 
編集 ： 総務部 

 
平成 25 年度 第 4 回役員会 
 
○日時：平成 25 年 11 月 10 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 10 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。すっかり秋めいて、朝晩

ストーブに火がはいる季節になりました。風邪が

流行しているとのこと、役員の皆様におかれまし

てはくれぐれもご注意ください。 
 今年も残すところあと 50 日になり、何かとせ

わしくなってきますが、事故に気をつけながら行

事を進めていきたいと思います。本日は、多くの

議題がありますので、スムーズに進めて、かつ建

設的なご意見もお願いいたします。 
 
○報告事項 
 (1) 敬老祝品の贈呈について 

9/16（月）75歳以上の方々119名に商品券

を敬老祝品として贈呈いたしました。（会長） 

 (2) 各班の懇親会について（日程・参加者数） 

    2～4班 10/20 50 名、5班 10/6 25名 

   6班 10/26 16名、7班 10/27 17名 

   8班 11/3 29名 

   町内会館以外で開催した班、名札を付けて

行った班等趣向をこらして親睦した旨の報

告がありました。（各班長） 

(3) 防災研修について 

  11/8（金）10～12 時 12 名参加。西区八

軒札幌市消防局消防科学研究所で開催。火災

原因の研究をしている施設で、コンセント

（たこ足）やガソリン・灯油の恐ろしさの実

験を見学しました。（会長） 

(4) 福祉懇親会（ひとり暮らしの方）につい 

    て 

   9/29(日)70歳以上でお一人暮らしの方7名 

のご参加で食事会を兼ねて開催しました。 

高崎さんの尺八のほか、詩吟、手品、カラオ

ケ、クイズで楽しみました。（会長） 

(5) 平成２５年度福祉除雪について 

  町内で除雪の応募が 6軒ありました。また、

除雪ボランティアの方々も決まりました。 

                 （会長） 

(6)  次年度班長について 

   1班、3班、5班、6班、7班及び 9班から 

決定の報告があり、他班からは現状の説明が 

ありました。（各班長） 

(7) 今年度第２回資源回収（10 月 20 日 9 時）

について 

   10/20（日）実施。秋の資源回収は回収量 

が少なかったことから、来年の回収回数を今 

後相談して決めたいと思います。（会長） 

(8) きたのくらぶ in朝日ヶ丘（第 3回）につ 

いて 

   10/16（水）実施し、38 名参加。尾上会長

を講師に「楽しくそば作り」を行いました。 

                   （会長） 

(9) 女性部研修会について 

   10/22（火）ルーシーダットンと茶話会を

実施し、27名参加。ルーシーダットンはタイ

式ヨガで、今時にちょうど良い運動で、楽し

く行いました。（井上女性部長） 

(10) 外部会議等の出席報告 

  9/17（火）●大窪利明様（5班）ご逝去 

   9/25（木）「スペシャルサンキュウ～収穫祭」 

（北野児童会館）（菊池青少年育成部長） 

  9/27（金）秋の交通安全市民総ぐるみ運動 

街頭啓発：北野町づくりセンター前 

   （会長、明石生活安全部長、寿会多数参加） 

  9/28（土）「北野連合会館」の使用について 

   （使用期間・仮庁舎等の説明） （会長） 

   ・11/21～11/29 引越し準備期間 
   ・11/29～12/1  引越し作業 
   ・12/2（月）  業務開始予定日 
  場所：北野 7 条 2 丁目 旧 JA 札幌北野支店 



10/9（水）北野地区社会福祉協議会 福祉の

まち推進センター運営委員会 （会長） 

 10/10（木）「北野カレー」試食会（北野小学

校）            （会長他） 

  10/15（火）秋の火災予防運動街頭啓発（ホ

ーマック北野店前）      （会長） 

 10/17（木）第 4 回北野地区町内会連合会理

事会             （会長） 

  10/27（日）第 14 回「北野福祉まつり」（連

合会館・児童会館）    （会長他） 

  10/29（火）札幌市街路灯組合連合会    

平成 25 年度永年勤続表彰式・会員懇親

会             （会長） 

  11/ 2（土）第 8 回札幌市清田区保護司会講

演会～子どもの心に向き合う～ （会長） 

  11/ 4（月）2013 きよた区民フォーラム～16

歳のきよた その魅力再発見～ （会長） 

(11）その他 

    ・3 条 1 丁目の道路工事の中で、若林宅

横の街灯を「新 LED 街灯」に改修してもらい

ました。その他 2 ｹ所の街灯が切れたり老朽化

のため 9 月中に改修いたしました。 
 
○審議事項 
 (1) 防災研修について 

    年度計画で、2 月中に防災研修を行いたい

と思います。詳細については、防災委員会及

び総務部で打ち合わせを行い報告いたしま

す。（会長） 

(2) 冬の交通安全市民総ぐるみ運動について 

    11/14（木）西友清田店前で行います。ご

協力をお願いいたします。（会長） 

(3) 冬の町内夜間防犯パトロールについて 

  11/28～12/27に期間、例年通り 2名 1組で

お願いいたします。日程及び組合せは別途ご

連絡いたします。（会長） 

(4) ハローウィンの集いについて 

   今年は「七夕まつり」行ったため、中止い

たしました。（菊地青少年育成部長） 

(5) 子どもクリスマス会について 

   12/15（日）に（6）と併せて実施したいと

思います。（菊地青少年育成部長） 

(6) 年末子ども防火・防犯パトロールについ 

て 

(7) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   1/12（日）に行います。詳細については、

厚生部及び総務部で調整し、ご連絡いたし

ます。（会長） 

(8) 北野連合会館建設に伴う移転及び新築経

費の寄付金負担について 

   北野連合会館は築後 30 年を経過し、老朽

化のため建て直すことが決まっております。

その経費負担については、350 ㎡までは札幌

市が拠出いたしますが、現計画では 450㎡ 

  で、100 ㎡分の建築費及び移転費・備品購入

費等で各単位町内会で約 1166 万円の負担が

必要になります。その負担方法については、

①案：全戸一律 2,000 円負担、②案：連合町

内会館の利用頻度から、独自に町内会館を有

している町内会は各戸 1,000円とし、不足額

は企業等へ寄付を募る。の二案が提示されて

おります。 

   役員会で審議した結果、当町内会も通常の

活動は町内会館を使用しており、新連合会館

は、主に北野地区全体の会議・行事の利用が

見込まれることから、②案で報告することと

いたしました。今後負担額の確定がされた場

合、次年度の町内会費予算で負担することと

し、総会議案に盛り込みたいと思います。 

(9) その他 

  特になし 
   

 
 箭内防火管理者からの報告 

 
10/21（月）平成 25 年度防災研修会 
 演題：怖い気象災害どう命を守る 
    暴風・都市型水害・土砂災害 
 
11/5～6（火・水） 
  平成 25 年度清田区防災研修 
  ～災害に備えて～ 
 講演：防災対策のすすめ 
 ミニ机上訓練（DIG） 
    水害が起きたらどうしますか 
 
11/20（水）防火管理者研修会 
 演題：事業所における自然災害への対策・

気象知識 
 
 

 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
総 務 だ よ り 

第   ７6   号 
平成 26 年 1 月 31 日 
編集 ： 総務部 

平成 25 年度 第 5 回役員会 
 
○日時：平成 26 年 1 月 19 日(日) 
      19 時 00 分～ 19 時 50 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。当町内会の新年会も厚生

部を中心として、役員各位のご協力のもと無事終

了できました。感謝申し上げます。 
 真冬日が連日続いておりますので、風邪などひ

かないようにしていただき、今後ともご協力をよ

ろしくお願いたします。 
 本日は、2,3 月に向けました業務審議ですので、

建設的なご意見をよろしくお願いします。 
 
○報告事項 
(1) 冬の交通安全市民総ぐるみ運動について 

  11/14（木）14時から西友清田店前で実施。 

 明石生活安全部長を中心に寿会の大勢の方々 

に協力いただきました。これで年 4回の運動が

終了いたしました。（会長） 

(2) 冬の町内夜間防犯パトロールについて 

  役員及びボランティアの方々で、11/28（木） 

から 12/27（金）まで実施いたしました。亀松 

防災委員長から、事故等も無くご協力ありがと 

うございますとの報告がありました。（会長） 

(3) 子どもクリスマス会及び年末子ども防火・

防犯パトロールについて 

  12/15（日）15 時から実施。都合により消防

車の先導はありませんでしたが、子どもたち、

防災委員会役員及び保護者の方々が 2班に分か

れて無事終了しました。（会長） 

(4) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   1/12(日)町内会員 57 名、来賓 6 名合計 63 名

が参加。収支決算の報告（山木厚生副部長） 

(5) 外部会議等の出席報告 

（会長・役員・各専門部等） 

  12/2（月）連合町内会及び町づくりセンター

業務開始。引越しが無事終了。既存の連合会館

は 3月中までに解体予定。（会長） 

  12/6（金）施設街路灯引継内定通知書 

  9/30日に会長・明石生活安全部長で申請した。 

町内の修理した街路灯が次年度から札幌市へ 

の移管が決定しました。今年度の修理数 6 灯、 

工事で 1灯 計 7灯。市への移管は私有地 1灯 

を除き 6灯です。今後の要修理街灯は 11灯で 

す。街路灯の電気料はひと月 18灯で約 9千円 

ですので、次年度から年間 3万 6千円が節減さ 

れます。（会長） 

  12/9（月）街路灯電灯料金等補助金交付申請

書提出 

  平成 24 年 10 月～25 年 9 月末までの街路灯

電気料の実績は 99,343 円です。補助金交付金

はこの金額の 3/5以内ですので、やく 6万円弱

となります。（会長） 

  12/13（金）第 2回北野小学校スクールゾーン

協議会（会長） 

  12/24（火）除雪センターへの除雪対応依頼及

びパートナーシップ排雪申し込み 

  1/14（火）パートナーシップ排雪決定。 

 町内排雪額 797,103円（予算より 47,103円増） 

  1/8（水）清田区新年交礼会（会長） 

  1/14（火）町内資源回収（4月・10月）実施

に伴う奨励金申請申請手続き 

  札幌市から 5,400 円交付されます。（会長） 

 1/18（土）寿会新年交礼会（会長） 

  1/26（土）女性部新年会（会長、副会長） 

(6)  その他 

  町内会館へAED（心臓停止状態における蘇生

機器）の設置について（継続検討） 
   
 



 
○審議事項 
 

(1) ２．３月の町内会費の徴収について 

  決算の関係上 3/5日までに会計副部長までお

届け願いたい（各班長へのご依頼:会長） 

(2) 除排雪の実施について 

排雪予定日 2/21（金）～23（日）変動あり。 

 決定次第、各家庭へチラシを配布します。 

(3) 平成２６年度町内会定期総会について 

  4/13（日）10～12時予定。 

  会計決算（3月末）し、監査を受けます。 

  4/5（土）に印刷とじ込み、各戸へ配布 

(4) その他 

  ・防災委員会が中心となり防災訓練を 2月末

実施予定。日程が決まり次第協力を依頼しま

す。救急訓練、地震対策など。  

  ・消火器の維持管理について 

   町内会館に設置している消火器について、

耐用年数が経過しているものは、次年度予算

に計上し買い替えします。 

   個人で購入希望も取りまとめを考えてい

ます。 

  ・次年度予算案作成 
   2/16（日）19：30～各専門部等の予算を取

りまとめ及び予算案を作成します。 
・検討審議 

   NTT 東日本回線（フレッツヒカリ）の導入 
   ・ピンク電話の廃止（月額 3,200 円）     
   ・インターネットカラオケ 
   メカに強い方、役員、寿会から機器のデモ

等を通して進めて行くこととしました。 
 

＜新年交礼会：会長あいさつ＞ 
             平成 26年 1月 12日 
 
 お正月から10日以上過ぎましたが新めまして、

明けましておめでとうございます。 
 皆様の明るいお顔を拝見いたしまして、無事新

しい年を皆様と共に迎えられましたことを喜び・

感謝したいと思います。 
 年末年始は、天気もまあまあよく大きな事件も

なく、おだやかなお正月であったと思います。 
 
 
 
 
 

 
 
 昨年を簡単に振り返ってみますと、 
・気候では道内の暴風雪で 3 月に 9 人の方が亡く

なり、父親が子供をかばって亡くなるという痛ま

しいことがありました。 
・スポーツでは、日ハムは最下位でしたが、田中

マー君が 24 連勝という新記録をつくり、楽天が

優勝しました。 
 
・ジャンプの高梨沙羅ちゃんが W 杯で勝ち続け、

ソチオリンピックでも金メダルに一番近いでは

ないかと思います。 
 政治・社会面では、JR 北海道がズーと話題にな

っていましたし、アベノミックス、TPP、消費税、

外交問題など、忙しい年でありましたが、今後の

日本が大きな岐路に立っているような気がいた

します。 
 その中で、私達の身近で大きな問題はやはり福

祉であり、少子高齢化であろうと思います。 
私達が、この地域で安全・安心で、将来に希望

や明かりが見えている生活が大事であろうと思

います。 
 昨年 12 月に恒例になっている世相を表す「今

年の漢字」一文字は「輪」が選ばれました。2020
年の東京五輪開催決定や、伊豆大島の豪雨被害な

ど、各地で起きた災害に支援の輪が大きく広がっ

たことなどが反映されてのことだそうです。 
 振り返って私達町内のとりましても、今後さら

に会員相互の「輪」が大事になってくると思いま

す。会員相互にいやがられるくらいおせっかい屋

になるのが望ましいことです。 
より多くの会員が顔見知りになり、よしみを深

めることにより「いざ」という時には大きな力に

なろうかと思います。 
町内会活動は、その結節点に立って輪を大きく

広げていく役目にあろうかと思います。 
今後とも皆様のご協力を得ながら行政とも連

絡を密にして、安心・安全で明るい生活をしてい

きたいと念じておりますので、よろしくお願いた

します。 
簡単措辞ではありますが、新年のごあいさつと

いたします。 
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平成 25 年度 第 6 回役員会 
 
○日時：平成 26 年 3 月 9 日(日) 
      18 時 35 分～ 19 時 05 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。パートナーシップ排雪も

無事終了して、道路のアスファルトが出て春らし

くなりましたが、すぐに吹雪がきて冬に舞い戻り

ました。三寒四温の季節です、まだまだ風邪やイ

ンフルエンザが流行っていますので、皆様ご自愛

ください。 
 本日は、今年度最後の役員会です。この１年間

の皆様のご協力にこころから厚くお礼申し上げ

ます。本日の会議は平成２６年度定期総会に向け

ての業務審議です。会議終了後は、若干の飲み物

等を用意して、のどを潤しながら反省の懇親会を

行いたいと思っております。監事の方にもご案内

しておりますので、全員のご参加をお願いします。 
 
○報告事項 
 

(1) 町内の排雪終了について 

 当初 2 月 21～24 日を予定しておりましたが、

雪の量が多かったため 23日午後から 28日午前の

日程で排雪を終了いたしました。ちょうど良い状

況で終えたと思います。（明石生活安全部長） 

 

(2) 次年度班長予定者について（各班長より） 

 １班 村井さん    ６班 工藤（や）さん 

 ２班 佐藤（淳）さん ７班 菊地さん 

 ３班 折田さん    ８班 日野さん 

 ４班 佐川さん    ９班 小野寺さん 

 ５班 斎藤さん 

 

(3) 外部会議等の出席報告 

（会長・役員・各専門部等） 

 2/ 7（日）第 6回北野地区町内会連合会理事会 

      北野地区社会福祉協議会会議 

（会長） 

 2/23（日）午後～28（金）午前 

      パートナーシップ排雪 

2/24（月）町内会館にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配線工事 

 2/28（金）●板垣 博様（1班）ご逝去 

 3/ 1（土）町内会館にカラオケ装置設置 

 3/ 7（土）●高橋 榮次郎様（６班）ご逝去 

 3/14（金）第 37回 北野中学校卒業式 

 3/18（火）平成 25年度北野・平岡地区合同除雪

連絡協議会（第２回）（会長） 

 3/20（木）第 39回北野小学校卒業式（会長他） 

      北野地区社会福祉協議会（会長） 

      福祉のまち推進ｾﾝﾀｰ運営委員会 

（会長） 

 3/23（日）冬期防災研修会（町内会館） 

 3/29（土）福祉活動 北野中学生ボランティア

と一緒に、７０歳以上の人暮らし世

帯へ夕食の配布（赤坂民生児童委員） 

 

(4) その他 

 ・排雪事業について 

  ８０万円弱の経費が掛るため、予算の不足が

見込まれる。アパートの方も負担願うため、管

理会社を通じアパートの持ち主に要請してい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 



○審議事項 
 

(1) 冬季防災訓練の実施について 

  3/23（日）10～11：30 清田消防署北野出張  

 所のご協力を得て、火災原因のお話と映像、ガ

スボンベの爆発実験及び救急心肺蘇生法の訓

練を行います。皆様のご協力をお願いします。 

                   （会長） 

 

(2) 平成２６年度定期総会日程について（確認） 

  

  平成２６年４月１３日（日） 

午前１０時から１２時まで 

 

(3) 総会に向けての諸準備について 

 

ア.専門部の主な年間活動について 

 ・4/3（木）までに取りまとめ  （各専門部） 

 

イ.会計監査について 

・平成 25 年度一般会計・特別会計収支決算締

切  3/30（日） 

・平成 25 年度一般会計・特別会計収支決算監

査  3/30（日）13 時から 

 

ウ.総会資料の作成について 

 ・平成 25年度事業実施・平成 26年度事業計画

（案） 4/3（木）まで（会長・総務） 

 ・平成 25年度会計決算・平成 26年度会計予算

（案） 4/3（木）まで（会長・会計） 

 ・表紙・総会次第・目次 4/3（木）まで 

（会長・総務） 

 ・会員名・所在地案内図 4/3（木）まで 

 ・総会資料印刷作業 

4/4（金）（会長・総務・会計） 

 ・総会資料綴込み作業  

4/5（土）15時 町内会館（役員全員） 

 ・総会資料会員へ配布 4/10 まで（各班長）      

 

エ.各役割分担について 

 ・午前 9時役員全員集合 

 ・受付各班長 

・式次第により進行  

 

 

 

 

 

 オ.総会の案内と委任状について 

 ・総会案内状・委任状配布 4/1（月） 

（総務・班長） 

 ・顧問・来賓への案内状 4/1（月）（会長） 

 ・委任状集約 4/4～13（日）（広報・班長） 

   総会に欠席される方は、13日（日）朝まで

に委任状の提出をお願いします。 

 

カ.会場設営（全椅子席）について 

 ・椅子の借用～北野連合町内会にお願いします。 

 

 キ・その他 

 ・女性部新役員 3/22（土）決まる予定です。 

 ・総会終了後新旧班長の引継ぎを行います。 

 

(4) その他 

 
 ・3/29（土）福祉活動  

毎年行われています町内７０歳以上の一人

暮らしの方々へ夕食のお届けにつきまして、今

年は 21名の方々に行います。 

民生委員、北野中学生ボランティアと林福祉

推進委員長と伺います。（赤坂民生児童委員） 
 
  
 


