
２０１７年度（平成２９年度）

総   会   要   項
２０１７年　４月

日  時 ２０１７年　４月　９日(日)      午後７時より

場  所 四郷市民センター　２階ホール

総会順序

１．開会のことば

２．会長挨拶

３．議長選出、議長挨拶

４．議事
         （１）２０１６年度事業報告

         （２）２０１６年度会計決算報告、会計監査報告

         （３）２０１７年度役員の承認、新旧役員挨拶

         （４）２０１７年度事業計画（案）

         （５）２０１７年度会計予算（案）

　　　　（６）会則第６条　（区長）　追加改訂（案）

　　　 　　　会則第8条　区長会　追加改訂（案）

　　　　（７）その他

5. 閉会のことば

笹川三丁目自治会

三丁目は安心・安全・清潔な町
助け合い・ふれ合いの町作りにご協力を！



笹川三丁目自治会会則（案）

　　第１条      （名称と事務所）　この会は笹川三丁目自治会と称し事務所を会長宅に置く．

　　第２条      （会員）　この会は笹川三丁目居住者で、この会に賛同する者を以って会員とする．

　　第３条      （目的）　この会は会員相互の親睦を図り、地域の発展に努める．

　　第４条      （事業）　この会は目的達成の為、必要な事業を行う．

　　第５条      （役員）　この会は次の役員をおき、会の運営にあたる．

        会   長  １名  会長は会を代表して、会務を統括する．

        副会長  ２名  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する．

        書   記  １名  書記は会の事務を分掌する．

        会   計  １名  会計は会の会計を分掌する．

        監   事  ２名  監事は会の会計会務を監査する．

        顧   問   若干名　顧問は会務に助言する．

　　第６条      （区長）　この会は区長５名を選出する．

　　　　　　　　 （組長）　この会は各組毎に組長１名を選出する．

　　第７条      （役員の選出と任期）　この会の役員は組長会議で推薦し、総会で承認をうる．

役員の任期は１年とし、再任は妨げない。役員に欠員又は業務遂行に困難を生じた時、

役員会において新役員を選出する。その任期は前任者の残任期間とする。

　　第８条      （会議）　この会の会議は、総会、役員会、組長会とする．

       総    会   １．総会は毎年４月会長が招集し、必要あるとき、または会員の３分の１以上

          　の要求があれば臨時に開くことができる．

    　　　　　　 　２． 総会においては、決算、予算、事業、会則の改正、会費の承認をうる．

 　　　　　　   　 ３． 総会の成立は会員の過半数 （委任状を含む） で成立し、決議は出席

     　　 会員の過半数の賛成による．

       役員会 　　  会長が必要と認めたとき招集する．

　　　区長会 　　　会長が必要と認めたとき招集する

       組長会 　　  役員及び組長で構成し、必要に応じて会長が招集する．

　　第９条      （専門部会）　この会の事業遂行のため必要なときは、専門部をおくことができる．

　　第１０条    （会費）　この会の会費は、１世帯当たり１ヶ年3０００円とする．

但し、特別の事情がある場合は減免することができる．

　　第１１条    （会計）  １．本会の経費は、会費、補助金、其の他の収入でまかなう．

　　　　　　　 ２．この会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる．

　　付  則 　　この会則は昭和５０年６月１日から施行する．

　　この会則は平成  ６年４月２日一部改正

　　この会則は平成１６年４月１日一部改正

　　この会則は平成２１年４月１２日　第７条一部改正

　　この会則は平成２９年４月９日　第６条、第8条一部改正　
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 笹川三丁目自治会慶弔規定

第１条（目的）　笹川三丁目自治会会員の親睦と互助の精神の増進のため、
　　　　　　　　　この規定を設ける。

第２条（範囲）　慶事については虚礼廃止の精神にもとずき、特に規定しない。

　　　　　　　　　但し、三丁目自治会員の発展・名誉の為に格別の貢献が顕著な個人
　　　　　　　　団体として、複数以上の役員・組長から推選された場合は別途協議し
　　　　　　　　組長会議の議を経て決定する。

　
第３条　　１．　会員及び会員の家族が死亡した時は、弔慰金（１００００円）をおくる。
　　　　　　　　　　但し、受け取りを辞退されて場合を除く
　　　　　　　　　（家族とは、世帯員調査票に記載された構成人員をいう）　

　　　　　　２．　役員（除く組長）・公職者であった者が死亡した場合は複数の役員で
　　　　　　　　協議の上行うものとする。

　　　　　　３．　告別式には、会長もしくは代表者が参列する。

　　　　　　４．　会員はつとめて会葬に参列する。細部については、その組の慣例に
　　　　　　　　従い、特にここで規定しない。

第４条　　自治会活動に関わる者が死亡した場合等、この規定によりがたいことが生
　　　　じた時や、緊急を要する場合は、前第３条 ２．項にて行うものとする。

（付　則）
この規定の改廃は総会で行う。
この規定は、平成１６年４月１日から施行する。
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  第1号議案　

                  2016年度事業報告

  １． 会議　　 笹川3丁目自治会

月               日 事        業       名      称   場        所

2016年　　４月　１0日（日）  笹川三丁目自治会総会  四郷市民センター

  下記以外毎月第 ２日曜日  組長会議  四郷市民センター

9月10日（土）、12月10日（土） 組長会議 　9号公園

　４回／年  役員会   四郷市民センター

201７年　　３月　　1２日（日）  新旧組長会議  四郷市民センター

  ２． 会議　　 笹川連合自治会

月               日 事        業       名      称   場        所

2016年　　４月　20日（水）  笹川連合自治会総会  四郷市民センター

  毎月    　　第 ２水曜日  笹川連合自治会会長会議  四郷市民センター

2016年　　５月　  6  日（金）  四郷地区連合自治会総会  四郷市民センター

2016年　　４月　 22  日（金）  笹川地区協議会総会  四郷市民センター

  ３． 主催行事　　笹川3丁目自治会

月               日 事        業       名       称   場          所

2016年　　５月　15日（日）  町内清掃（笹川を美しくする日） 　町内及び９号公園

2016年　　９月　　4日（日）  お月見準備除草（役員・組長自主活動） 　９号公園

2016年　　９月　10日（土）  お月見パーテー                 　９号公園               

2016年　１０月　  9日（日）  町内清掃（笹川を美しくする日）              　町内及び９号公園

2016年　１２月  10日（土）  餅つき大会準備、組長会　13:00～ 　９号公園               

2016年　１２月  11日（日）  餅つき大会 　９号公園               

2016年　１２月  3１日（土）  年末町内ゴミ回収（役員自主活動） 　町内及び９号公園

  ３． 協賛行事　　笹川連合自治会

月               日 事        業       名       称   場          所

2016年　　4月　 29日（金）  笹川ふれあい春祭り 　笹川東公園         

2016年　　５月　20日(金)  交通安全キャンペーン 　笹川地区周辺        

2016年　　６月　　５日（日）  笹川防災訓練 　笹川西公園グランド

2016年   ８月13.14日（土.日） 笹川ふれあい夏まつり 　笹川東公園         

2016年　 １０月　20日(木)  交通安全キャンペーン 　笹川地区周辺        

2016年　１１月　　6日（日）  笹川ふれあい文化祭 　笹川西小学校        

2017年　　１月　  8日（日）  笹川ふれあいどんどまつり 　笹川西公園 

P-３







第3号議案

役　職　名 氏　　　名 組 住　所　（笹川） 電話（059） 携帯電話 備　　　考

会　　　　　　長 斉藤　浩一 10 三丁目 94－8 321-3386 090-3251-5503

副　　会　　長 豊田　英也 1 三丁目 26 321-3302 090-9932-3757

副　　会　　長 山本　光伺 18 三丁目 143－11 321-4488 090-2570-7581

書　　　　　　記 川合　栄次 20 三丁目 142－3 321-9422 090-3251-5059

会　　　　　　計 豊田　光郎 4 三丁目 15 322-1383 090-3385-4783

監　　　　　　事 笹岡　亮介 10 三丁目 94－12 321-5027 090-5454-9020 会計監査

監　　　　　　事 水谷 寛美 2 三丁目１６－１ 321-0223 会計監査

顧　　　　　　問 小出　晄義 16 三丁目 144－2 321-8575

顧　　　　　　問 豊田　恵子 14 三丁目 166 322-0826 090-4408-0197

顧　　　　　　問 矢田 幸丸 5 三丁目９６－１ 321-5412 090-8739-8799

役　職　名 氏　　　名 組 住　所　（笹川） 電話（059） 携帯電話 備　　　考

笹川連合自治会長 朝妻 泰孝 18 三丁目　143-5 323-0311 090-7300-3044

民　生　委　員 山本 圭子 県営 三丁目234-1  2棟403号 322-2603 県営第2

民　生　委　員 山本 信子 4 三丁目 205-1 322-0629 090-9023-6059

三丁目育成員 金森　　進 16 三丁目　144－6 321-6108 090-9260-4280

三丁目育成員 小坂　良三 8 三丁目　52 321-3859 090-9936-8019

三丁目育成員 細川  幸子 21 三丁目  １０２－２ 321-3929

三丁目育成員 真弓　京子 14 三丁目　145 321-3934 090-5639-3411

老　　人　　会 長谷川重信 18 三丁目　143－9 322-2433 090-1097-8370

消防分団員 山田　直樹 21 三丁目　112－1 322-2292 080-3680-2331

消防分団員 小林　　寛 4 三丁目　139 328-5314 090-6648-9325

防　　犯　　員 吉川　　肇 2 三丁目　43 321-0163 080-1590-6685

子供会育成会長 渡邊 弘衣 17 三丁目１４３－２３ 358-1859 090-3832-9727

２０１７年度　笹川三丁目役員候補者　（案）

公　　職　　者　　名
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  第４号議案　

                  2017年度事業計画（案）
  １． 会議　　 笹川3丁目自治会

月               日 事        業       名      称   場        所

2017年　　４月　9日（日）  笹川三丁目自治会総会  四郷市民センター

  下記以外毎月 第 ２日曜日  組長会議  四郷市民センター

　9月9日（土）、12月9日（土）  組長会議 　9号公園

　４回／年  役員会   四郷市民センター

　２回／年  区長会   四郷市民センター

2018年　　３月　　11日（日）  新旧組長会議  四郷市民センター

  ２． 会議　　 笹川連合自治会

月               日 事        業       名      称   場        所

2017年　　４月　19日（水）  笹川連合自治会総会  四郷市民センター

  毎月    　　第 ２水曜日  笹川連合自治会会長会議  四郷市民センター

2017年　　5月　 18  日（木）  四郷地区連合自治会総会  四郷市民センター

2017年　　４月　 2１  日（金）  笹川地区協議会総会  四郷市民センター

  ３． 主催行事　　笹川3丁目自治会

月               日 事        業       名       称   場          所

2017年　　５月　13日（土）  準備除草（役員・組長自主活動） 　町内及び９号公園

2017年　　５月　14日（日）  町内清掃（笹川を美しくする日） 　町内及び９号公園

2017年　　７月　　８日（土）  ラジオ体操準備除草（役員・組長自主活動）　９号公園

2017年　　９月　　3日（日）  お月見準備除草（役員・組長自主活動） 　９号公園

2017年　　９月　　9日（土）  お月見パーテー                 　９号公園               

2017年　１０月　　7日（土）  準備除草（役員・組長自主活動） 　町内及び９号公園

2017年　１０月　　8日（日）  町内清掃（笹川を美しくする日）              　町内及び９号公園

2017年　１２月  　9日（土）  餅つき大会準備、組長会　13:00～ 　９号公園               

2017年　１２月  10日（日）  餅つき大会 　９号公園               

2017年　１２月  30日（土）  年末町内ゴミ回収（役員自主活動） 　町内及び９号公園

  ３． 協賛行事　　笹川連合自治会

月               日 事        業       名       称   場          所

2017年　　4月　 29日（土）  笹川ふれあい春祭り 　笹川東公園         

2017年　　５月　19日(金)  交通安全キャンペーン 　笹川地区周辺        

2017年　　６月　　4日（日）  笹川防災訓練 　笹川西公園グランド

2017年　　６月　18日（日）  笹川ふれあい子供祭り 　笹川東小学校        

2017年   ８月11.12日（金、土）  笹川ふれあい夏まつり 　笹川東公園         

2017年　 １０月　20日(金 )  交通安全キャンペーン 　笹川地区周辺        

2017年　１１月　　5日（日）  笹川ふれあい文化祭 　笹川東小学校        

2018年　　１月　 14日（日）  笹川ふれあいどんどまつり 　笹川西公園 
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区 対応組 氏   　   名 住   所（笹川） 電話(059) 携帯電話 世帯数

北 １，２，５，７ 豊田　英也 三丁目 26 321-3302 090-9932-3757 54

西 ３，４，１２，１３ 豊田　光郎 三丁目 15 322-1383 090-3385-4783 86

東 ８，１８，１９，２０ 川合　栄次 三丁目 142－3 321-9422 090-3251-5059 55

中 ９，１０，１１，２１ 斉藤　浩一 三丁目 94－8 321-3386 090-3251-5503 56

南 １４，１５，１６，１７ 山本　光伺 三丁目 143－11 321-4488 090-2570-7581 54

合計世帯数 305

2017年度笹川三丁目区長名簿
笹川三丁目自治会　　総世帯　３０５　
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2017年4月9日現在

組番 氏   　   名 住   所（笹川） 電話(059) 携帯電話 世帯数 戸建＋アパート

1 伊藤惣治 三丁目25 090-1287-0960 20 18+2（アパート)

2 水谷直樹 三丁目１6-１ 321-0223 080-3616-7102 8

3 和田太一 三丁目236-6 090-7277-7887 8

4 小林寛 三丁目139 328-5314 090-1742-9390 21

5 山下　勇 三丁目100 321-2337 090-2688-5762 14

7 杉本美佳 三丁目73-1 321-9192 090-4234-0619 12

8 伊藤　貞 三丁目53-1 321-0767 090-1562-6503 20 16+４（アパート）

9 生木信亮 三丁目93-16 090-7602-5817 13

10 山本由美子 三丁目94-4 321-5932 090-9937-8926 12

11 福田陽介 三丁目115-1 358-5961 090-8953-9556 10

12 山本唯夫 三丁目２２３ 321-3200 090-3580-8432 41 15＋26（アパート）

13 田中正男 三丁目181-2 321-3085 090-9184-9343 16

14 早川義之 三丁目１５９－５ 321-2056 21 15＋6（アパート）

15 石橋嘉亨 三丁目144-22 321-3491 090-4858-4007 11

16 田中武男 三丁目144-1 321-0492 090-7613-5792 11

17 道福弘秋 三丁目143-17 321-6771 11

18 長谷川重信 三丁目143-9 322-2433 090-1097-8370 13

19 福本　泉 三丁目142-15 321-6869 13

20 加藤尚之 三丁目142-7 090-4443-5772 9

21 浅川十三子 三丁目１１３－３ 322-2663 080-3624-5266 21 15＋5（アパート）

305

2017年度笹川三丁目組長名簿
笹川三丁目自治会　　総世帯　３０５

合計世帯数
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地区名　四郷

組 氏　　　名 住　所（笹川） 電話番号 携帯電話

10 斉藤　浩一 三丁目94－8 321-3386 090-3251-5503

10 斉藤　浩一 三丁目94－8 321-3386 090-3251-5503

1 豊田　英也 三丁目26 321-3302 090-9932-3757

班長 1 豊田  英也 三丁目26 321-3302 090-9932-3757

班員１ 1 伊藤 惣治 三丁目25 090-1287-0960

班員２ 2 水谷 直樹 三丁目１6-１ 321-0223 080-3616-7102

班員３ 3 和田 太一 三丁目236-6 090-7277-7887

班員４ 4 小林   寛 三丁目139 328-5314 090-1742-9390

班員５ 5 山下 　勇 三丁目100 321-2337

班員６ 2 水谷 寛美 三丁目１６－１ 321-0223 090-9125-8035

班長 4 豊田　光郎 三丁目15 321-7707

班員１ 7 杉本 美佳 三丁目73-1 321-9192 090-4234-0619

班員２ 8 伊藤　 貞 三丁目53-1 321-0767 090-1562-6503

班員３ 9 生木信亮 三丁目93-16 090-7602-5817

班員４ 10 山本由美子 三丁目94-4 321-5932 090-9937-8926

班員５ 11 福田 陽介 三丁目115-1 358-5961 090-8953-9556

班員６ 5 矢田 幸丸 三丁目９６－１ 321-5412 090-8739-8799

班長 18 山本  光伺 三丁目143－11 321-4488 090-2570-7581

班員１ 12 山本 唯夫 三丁目２２３ 321-3200 090-3580-8432

班員２ 13 田中 正男 三丁目181-2 321-3085 090-9184-9343

班員３ 14 早川 義之 三丁目１５９－５ 321-2056

班員４ 15 石橋 嘉亨 三丁目144-22 321-3491 090-4858-4007

班員５ 16 田中 武男 三丁目144-1 321-0492 090-7613-5792

班員６ 10 笹岡　亮介 三丁目94－12 321-5027 090-5454-9020

班長 20 川合 栄次 三丁目142－3 321-9422 090-3251-5059

班員１ 17 道福  弘秋 三丁目143-17 321-6771

班員２ 18 長谷川重信 三丁目143-9 322-2433 090-1097-8370

班員３ 19 福本　  泉 三丁目142-15 321-6869

班員４ 20 加藤  尚之 三丁目142-7 090-4443-5772

班員５ 21 浅川十三子 三丁目１１３－３ 322-2663

班員６ 14 豊田　恵子 三丁目166 322-0826 090-4408-0197

班員７ 16 小出　晄義 三丁目 144－2 321-8575

救
出
救
護
班

消
　
火
　
班

自主防災隊名

  副隊長　

誘
　
導
　
班

情
　
報
　
班

2017年度　笹川三丁目　防災隊名簿

隊　 長

自治会長

笹川三丁目自主防災隊

P-12


	2017総会要項.pdf
	2017総会要項.pdf
	2017総会要項1.pdf
	2017総会要項11
	2017総会要項12
	2017総会要項13
	2017総会要項2
	2017総会要項3
	2017総会要項4
	2017総会要項7
	2017総会要項8

	2017総会要項11
	2017総会要項12
	2017総会要項13

	MX-M266FP_20170511_143045



