回覧

重要

平成30年度５月度組長会議議事録
議長

内田 寛

出席者
敬称略
会長
内田 寛 1番組 田中 良一
2番組 下岡 真実
副会長 猪子正人 5番組 黒沢 周子
6番組 原 貢
副会長 平野貴之 9番組 田中 勝雅 無欠 10番組 須藤博一 欠
副会長 荒木正一 14番組 アモローサ無欠 15番組 田中 勝雅 無欠
会計
大平弘子 18番組 下田 政稔 欠 19番組 東建コーポレーション 無欠
事務局次長
欠 民生委員 内田かをり
大平和也 事務局次長 平野 孝

議 事

日時
場所
書記

Ｈ30.5.15
19：00～
八田第三自治会集会所
大平 和也

3番組 孫 玉厚
7番組 廣瀬 美奈(代理）
11番組 渋谷 公男欠
16番組 児玉 斉久
事務局長藤井克之丞欠

承認

1. 分担金・法人地区費の納入について

4番組
8番組
12番組
17番組

回覧

平成30年度５月度組長会議議事録
議長

堀内 恭彦
松浦裕子
田中克幸 欠
福井 敦治 無欠

事務局次長 佐藤賢次 欠

校閲・編集

作成

平野（貴）

大平

八田第三で5月25日（金）までにまち協事務局へ納入
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２. 一斉清掃に伴う土のう袋の取りまとめについて
一斉清掃：7月1日(日)
①7時～墓掃除
②８時半～山の神跡地清掃
③12時～懇親会

２. 一斉清掃に伴う土のう袋の取りまとめについて
一斉清掃：7月1日(日)
①7時～墓掃除(墓地のある方対象)
②８時半～山の神跡地清掃
③12時～懇親会

３. 平成３０年度日赤活動資金について
還付金の行先の趣旨が理解できないため、保留にする。
４. 第６７回「社会を明るくする運動」「愛の資金」
納入：６月１日（金）までに八田第三よりまち協事務所に納入いたします。
５. 自治行政並びに社会福祉等の推薦について
推薦者を募集しています。
６. 連合自治会前期研修旅行について
日程：６月２３日（土）
７. 富士電機健康増進センター申込み（６～８月分）
フィットネスの申込受付中 申込期限：５月２３日（水）
８. 戦没者・戦災者慰霊祭の日程
5月27日（日）
羽津地区市民センター
午前10時00分～
９. 自主防災会からの報告・連絡
まち協総会：5月6日（日）
花いっぱい運動（プランター花植え）：6月3日（日）午後8時半～
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４. 第６７回「社会を明るくする運動」「愛の資金」
納入：６月１日（金）までに八田第三よりまち協事務所に納入いたします。
５. 自治行政並びに社会福祉等の推薦について
推薦者を募集しています。
６. 連合自治会前期研修旅行について
日程：６月２３日（土）
７. 富士電機健康増進センター申込み（６～８月分）
フィットネスの申込受付中 申込期限：５月２３日（水）
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１0. センターからの連絡事項
自転車盗難の増加・・・鍵をかけ、二重ロック、防犯登録で気をつけましょう。
架空請求・オレオレ詐欺に注意。
車上荒らしが八田第三で発生。貴重品は車内に置かないように。
１1. その他
地図の確認をしていただき、6月10日(日）までに会長ポストへ。
新潟の痛ましい事件が発生したため、防犯カメラを大幅に増やす事を検討する。

※組長会への無断欠席は、止めましょう。欠席の場合は、役員まで連絡を
お願いします。

町内パトロールは、
会議終了後2班にて実施。

※次回組長会議は ６月１５日（金）ＰＭ7：00～
※次回役員会議は ６月14日（木）ＰＭ8：00～
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欠

