平成 28 年 4 月 24 日
逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニテイ」
書記

鬼頭

勝

「平成 28 年度定時役員会」議事録
日

時

平成 28 年 4 月 24 日（日）

場

所

ゆずり葉コミュニテイルーム

出席者

議決権者

１０：００～

中村、千秋、石谷、大澤、大下、河原、能瀬、安積、山川、
柳原、外山、安木、小久保、遠藤、鬼頭、
委任状（谷河原）

非議決権者

井箟、西沢、
社協（大関）

先ず、定時役員会の開始にあたり、参加者の自己紹介がなされた。続いて中村会長から、
本定時役員会（総会）は、逆瀬台小学校区まちづくり協議会会則第 6 条 2 項の規定により
半数以上の出席があるので成立している旨の報告がなされた。
＜定時役員会議事録＞
報告第１号

平成 27 年度活動報告
中村会長から全体活動、事務局活動、活動支援局活動について、議案書の
１～3 頁に基づいて、それぞれ詳細な報告がなされ、本件は全会一致で承認さ
れた。

報告第２号

平成 27 年度会計・監査報告
先ず、西沢経理委員から議案書の 4～5 頁に基づき、平成 27 年度の会計収支
決算書及び特別会計について詳しい報告がなされた後、田麦監査役員欠席の
ため、西沢経理委員並びに中村会長から、会計処理等が適正であるとの監査
報告がなされ、本件は全会一致で承認された。

議案第１号

平成 28 年度役員の選任（案）
中村会長から、議案書（6～7 頁）に基づき、現時点での役員名簿（案）、五役
名簿（案）、監査役名簿（案）、事務局委員名簿（案）並びに活動支援局委員
名簿（案）の説明がそれぞれあった。先ず、役員名簿（19 名）については、
各自治会の役員変更を踏まえて、変更が有る場合は 6 月の役員会までに届け
出る事。次に 5 役名簿の内、未定だった活動支援局長については内諾を得て

いる古泉義太郎氏にお願いし、特命部長は削除の上、四役名簿で確定。監査
役名簿、事務局委員名簿は確定。最後に、活動支援局委員名簿は、変更があ
れば 6 月の役員会までに届け出る事とし、審議の結果、本件は全会一致で
可決された。
議案第２号

平成 28 年度事業計画（案）
前 1 号議案可決を受け就任した千秋新会長から、平成 28 年度の全体活動事業、
事務局活動事業、活動局活動支援事業について、議案書の 8～9 頁に基づいて
それぞれ説明があり、審議の結果、本件は全会一致で可決され、（案）が削除
された。

議案第３号

平成 28 年度会計予算（案）
千秋新会長から平成 28 年度会計予算について、議案書の 10 頁の会計予算書
及び特別会計に基づいてそれぞれ説明があり、審議の結果、本件は全会一致
で可決され、
（案）が削除された。
以上で、付議すべき議案は全て議了したので、平成 28 年度定時役員会は
終了した。

※

別表Ⅱの平成２8 年度議決点数票の訂正
阪急アヴェルデ自治会

総戸数 184 →

阪急青葉台自治会

総戸数 304 →

453 に変更。
360 変更？

同自治会の後任者の判断に任す。

※ 西沢経理委員から、市・社協からの助成金処理が最近杜撰であり困っている。領収書を
きちんと合わせて欲しいとの苦情があった。今後ひどいものは受け付けないと。
※ 中村前会長から、役員会の年間日程表、ゆずり葉だよりの年間配布日程表についての説
明があり全員了承した。
以上

平成 28 年 6 月 5 日
逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニテイ」
書記

鬼頭

勝

「平成 28 年 6 月度役員会」議事録
日時

平成 28 年 6 月 5 日（日）

10：00 ～

場所

ゆずり葉コミュニテイルーム

出席者

議決権者

千秋、石谷、中村、大澤、大下、古泉、松薗、能瀬、河原、
安積、森、外山、永井、尾川、本行、喜田、鬼頭、

非議決権者

井箟、西沢、福田、渡名喜、比良、山川、沖田、石丸、

ゆずりは会

大川、石黒、岡本、東、大西、大西、畠山、戸切、

逆瀬台小学校

高木校長
＜

議題

社会福祉協議会

大関

＞

1. 協働講演
6 月度役員会に先立ち、「宝塚市住民自治組織のあり方に関する報告書」に関する説明
会が、宝塚市役所から市民交流部の中西部長、きずなつくり室の古屋室長、市民協働推
進課の福井課長、吉岡係長、2 地区担当の藤田氏の参加を得て開催された。福井課長か
ら配布資料に基づく説明があり、井箟相談役、中村広報委員長、石谷事務局長、古泉活
動支援局長から質問・意見・要望等が出され、質疑応答の後、11：45 に終了した。

2.報

告

（1）「ゆずり葉会」の新役員の紹介と旧役員の御礼の挨拶があり、続いて石黒まつり部長
から、配布資料に基づき「ゆずり葉まつり」の概略説明と協力要請がなされ、基本
的には了承された。
日時・場所：10 月 15 日（土）

逆瀬台小学校

校舎・体育館内中心で開催する

※

雨天決行

※

派遣人数・協力内容等実施に際しての詳細は、８月の役員会で確認・決定。

※

駐車許可台数を増やしてほしいとの要請が再度あった。

（2）2 月開催の地域福祉懇談会の報告と提案
社協の大関氏から、2 月 7 日に開催された逆瀬台小学校区福祉懇談会で討議された 5
～10 年後の逆瀬台地区の望ましい姿・ビジョン創りの結果をまとめた資料が配布さ
れ、概略が説明された。

（3）平成 28 年度定時役員会議事録について
石谷事務局長から、4/24 に開催の定時役員会の議事録につき、添付資料に記載の通
りなので説明は省略したい旨申し出があり、了承された。
（4）平成 27 年度第 5 回まちづくり協議会代表者交流会の報告
千秋会長から、3/9 に開催された標記交流会の報告が添付資料に基づきなされた。
加えて参考資料として、第 5 次宝塚市総合計画後期基本計画のパンフレット 2 冊が
配布された。
（5）5 月自治会連合会の報告
中村会長から、5 月の連合会の議事録は、既に各自治会長あてに送付してあるので
ご覧頂きたいとのこと。
（6）平成 28 年度宝塚市きずな創り推進事業に新事業を提案する事について
白瀬川ブロックに 13 ある公園に健康遊具を設置してもらい、それらを巡るマップを
作り大人も子供もゲーム感覚で利用してもらおうという計画を、ゆずり葉コミュニ
テイとして提出するのでご了解願いたいとの説明が千秋会長からあった。近々、プ
レゼンがあるが、過去に同様な事例はないので、申請が通るかどうかは不明。
（7）情報提供
・今夏は猛暑の予想。
・日本列島亜熱帯化？

+ 東南アジアからの旅行者急増

蚊の発生に注意。1.5 日で成虫になる。ジカ熱、デング熱、マラリア等の流行。
スズメバチ急増中。
（8）兵庫県警よりの情報
・特殊詐欺急増中なので要注意とのこと。関連チラシ＆ビラが配布された。
（9）７／１付発行の「ゆづり葉だより」夏第 84 号について
中村広報委員長から、
「ゆずり葉だより」の引取日が 6/26（日）午前 10 時～11 時な
ので、必ず引き取りに来て欲しい旨の案内と要請があった。

議

案

（1）コミュニュテイ代議員の議決権の件
石谷事務局長から、現在、当コミュニュテイでは 19 票の議決権があるが、千秋会長
就任につき、逆瀬川マンションの 1 票とは別に 1 票増やす必要あるため、計 20 票と
したい旨の提案があり、討議の結果、全員了承した。
（2）コミュニテイ協賛金について
石谷事務局長から、当日配布された「コミュニュテイ協賛金支払いのお願い」に基
づいて、今年度の協賛金の支払いについての説明と依頼があり、全員了承した。
現金支払いの場合は、次回役員会の

8/7 9：50～10：00 経理委員まで。

振り込みは出来たら 6/30 迄にお願いしたい。
※戸数確認
戸数変更

アヴェルデ 184→453
青葉台 304→360

（3）活動登録⇒「助成金申請書」提出依頼
申請書が全部提出されたことにより、平成 28 年度「活動助成金配賦表」は 4 月の定
例役員会で承認されている為、本日

千秋会長から各自治会に対し活動事業助成金

決定通知書が手渡された。
（4）千秋会長から、当地区の逆小ドラゴン（少年野球）が地区優勝をしたので、お祝い金
3 万円を送りたい。ついては、当コミュニテイの特別会計から支払いたい旨の提案が
あり、全員了承した。
以上

平成 28 年 8 月 07 日
逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニテイ」
書記

鬼頭

勝

「平成 28 年 8 月度役員会」議事録
日時

平成 28 年 8 月 07 日（日）

場所

ゆずり葉コミュニテイルーム

出席者

議決権者

10：00 ～

12：00

中村、千秋、石谷、大下、大澤、古泉、小畠、能瀬、河原、
小久保、外山、本行、森、安積、高嶋、鬼頭、

非議決権者

井箟、西沢、山川、石丸、

ゆずりは会

大川、石黒、遠藤
＜

議題

＞

千秋会長から、報告事項に入る前に熊本地震の現状について、現地からの最新情報の紹介
があった。続いて西沢会計から、現時点で今年度のコミュニテイ協賛金の未納が 2 件ある
との報告があった。
報

告

（1） ゆずり葉まつりへの協力依頼
大川会長の挨拶に続き、石黒ゆずり葉まつり部長から、当日配布の資料に基づき、
各自治会・団体に対し要望事項の確認があり、了承した。
尚、昨年要望があった駐車場増設依頼の件は、検討したが、今年度は対応できない
とのこと。
併せて、ゆずり葉会平成 28 年度運営委員のリスト、ゆずり葉まつりのチラシが配
布された。
（2） 地域包括ケアを支えるプレーヤー：チラシ配布と概略説明が千秋会長からあった。
（3） 6/8（水）7/10（水）「まちづくり協議会代表者交流会」について
石谷事務局長より、議事録（当日配布）に基づき、詳細の説明があった。
（4） 協働のマニュアル：当日配布のパンフレット（宝塚市協働のまちづくり促進委員会
発行）について、昨年度から同委員会の委員である古泉役員から概略説明があった。
尚、今年度から同委員会に石谷事務局長も公募委員として参加しており、同氏から
本マニュアル説明会の開催案内（10/15

東公民館、10/23

西公民館）が当日配布

の資料に基づきあった。
（5） 六甲山ゆずり葉散策路の整備：千秋会長からの報告。西山住宅の西側のゆずり葉散
策路の入口付近に雨をしのぐテラスを作るべく関係者と相談・検討中。阪神北県民
局にも相談したが担当窓口がないとのこと。

（6） 白瀬川の整備について：千秋会長からの報告。地域でホタルを育てる事を検討する。
宝塚西高には打診済。宝塚高校も検討の輪に入れて行く予定。ホタルの専門家の紹
介を兵庫県から得ている。
（7） ひょうご北摂の元気づくり：千秋会長から阪神北県民局発行の小冊子が紹介される。
必要に応じて活用願いたいと。
（8） 宝塚国際観光協会の報告：千秋会長が同会の会合に出席、同会の現状報告があった。
同会は現状維持に汲々としており、新規企画全くなし。英文パンフも不充分。
（9） 防災について：千秋会長から、宝塚ゴルフ倶楽部利用の防災活動名を宝塚第二地区
防災会（仮称）としたとの報告があった。会長はゆずり葉コミュニティ会長が兼務
する。
（10） 社協からのお願い：大関さんからの依頼と報告があった。
・社協社員募集

・歳末助け合い愛の持ち寄り運藤助成金申請

・見守りネットワーク、防災活動支援

・サロン活動マップ創り

・7/27 開催のＨ28 年度「これからの校区ネットワーク会議を考える会」の報告
（11） ポケモンＧＯの対策：千秋会長からＮｔｔ

Ｄｏｃｏｍｏのフィルタリングサービ

スについてのチラシ紹介があった。
（12） 社協からのお願い：募金減収に対し、強化の依頼があるが、現状の年 4 回ですら
各自治会共、募金疲れの状況にある旨説明。自治会の 2/3 が一括納入では全体の金
額は増えないし問題が多い。募金方法に工夫をする等で協力して欲しいとの依頼が
千秋会長からあった。
その他
（1） 前回議事録：既に出来ているが関係者の手違いで本日配布出来ず。次回配布する。
（2） 10/1 付発行の「ゆずり葉だより」秋第 85 号について
中村広報担当から、同号の原稿締め切りを 8/21（日）厳守とし、引き取りは従来通
りとする旨の報告があった
（3） ゆずり葉コミュニティの情報
最盛期

11,000 人、

現在

8,900 人

小学生数：

〃

1,000 人

〃

209 人

世帯数

：

〃

4,138 戸

〃

3,500 戸

空家率

：

人

※
(4)

口：

Ｈ26 年度空家実態調査概要抜粋配布

〃

15％

資料閲覧希望者は千秋会長迄申し出ること

助成金交付申込の方法：石谷事務局長・西沢会計から説明あり。手続きについて必要
な用紙、流れ、注意事項を纏めた資料が配布され、今後これに従って実施されたい
との要望があった。

（5）みんなで描こう宝塚の未来：「第五次総合計画市民の集い」への案内
で開催されると

8/7 西公民館

（6）応急手当普及員募集：チラシ配布
（7）コミュニティが所有しているカラオケセットを活用するにつき、保険料 10,000 円を
支払いたいとの提案が千秋会長からなされ、討議の結果、取敢えず 1 年間との条件付
を含め、全員了承した。
以上

平成 28 年 10 月 02 日
逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニテイ」
書記

鬼頭

勝

「平成 28 年 10 月度役員会」議事録
日時

平成 28 年 10 月 02（日）

10：00 ～

場所

ゆずり葉コミュニテイルーム

出席者

議決権者

12：00

中村、千秋、石谷、大下、大澤、古泉、小畠、能瀬、河原、
小久保、外山、柳原、本行、安積、石丸、山本、喜田、鬼頭

非議決権者

井箟、西沢、山川、藤田（市役所）大関（社協）

ゆずりは会

大川、石黒、
＜

報

告＆議

議題

＞

題

（1） 市民協働推進課から「コミュニテイ役員会への出席希望 1 名」について
・現場の声を聞き今後の行政に生かすため、参加したいとの事にて藤田担当出席。
これからも都合がつけば参加したいとの事。
（2） 「ゆずり葉会」秋の催事の報告と協力依頼について
・大川会長の挨拶と昨日開催された運動会の報告に続き、石黒ゆずり葉まつり部長
から各自治会・団体に対する要望事項の最終確認があり、全員了承した。
（3） 8/7「ゆずり葉コミュニテイ役員会議事録」について
・議事録配布。鬼頭書記より内容の説明は省略したい旨の申し出があり、全員了承。
・その他の 3 最盛期の小学生 1000→1350 名、現在 209→270 名訂正あり。
（4） 9/14（水）「まちづくり協議会代表者交流会」の報告について
千秋会長より、コミュニュテイ会議の簡単な報告があった。
（5） 平成 28 年度上期収支予算実績対比表について
・西澤会計担当から、ほぼ予算通り進んでいる旨の報告があり、全員了承した。
（6） 5 年後のゆずり葉コミュニテイへの提案及び平成 29 年度の資金調達について
・千秋会長から小学校の空スペースに子供の預かり所開設、5 時以降の子供の預り
所開設、高齢者の遊び場創り等を市に提案する準備をしている旨報告があった。
・防災関連の補助金が色々あるので、興味のある処は千秋会長迄問い合わせの事。
・行政からの補助金が年々減少しており、コミュニテイとしても外部からの調達を
検討する必要があるので検討委員会を設置したい。現時点で、千秋、石谷、古泉、
あと一人を考えているので応募して欲しいと依頼があった。

（7） 認知症「あんしんガイドブック（世田谷区）」について
・千秋会長から、良く出来ているから参考にという事でコピーが配布された。市役
所の 3 部長に検討依頼をしている旨の報告があった。
（8） 10/20（木）ＦＭたからづかに出演（10：30～11：00）：千秋会長と石谷事務局長
・まち協の代表者が持ち回りで出演するＰＲ番組なので、聞いて欲しいとのこと。
（9） 11/9（水）「第 42 回宝塚市社会福祉大会」表彰者 2 名について
・千秋会長から、逆瀬台自治会の井箟相談役と、逆瀬台住宅の山口氏が上記大会で
功労賞を受賞されるとの報告があり、井箟氏から挨拶があった。
（10） 11/14（月）「宝塚第 2 地区防災会避難訓練」と防災の啓発について
・千秋会長から、11/14

10：30 から宝塚ゴルフ倶楽部で開催される上記避難訓練

の詳細について配布資料に基づきの説明があった。併せて 10/27（木）10：00～）
現場での事前打ち合わせが予定されているので関係者は出席するようにとの案内が
あった。
（11） 12/23

（祝）宝塚ハーフマラソン大会の担当ボランティアについて

・中村委員から、マラソンに限らず各方面からの動員依頼があり、人手不足で困っ
ているので協力をお願いしたいとの事。但し今回のマラソンは手配がついたとの報
告があった。
（12） ゆずり葉健康カラオケサロン（世話人：久原氏）について
・千秋会長から、前回提案・了承されたコミュニテイが保管しているカラオケセッ
トの修理代と保険代が合計（今年度のみ負担）9170 円となった旨報告があった。
（13） 「ゆずり葉だより」1/1 付発行、新春第 86 号について
・中村広報担当から、同号の原稿締め切りを 11/16（水）厳守とし、引き取りは 12/18
（日）とする旨の報告があった
そ

の

他

・ 10/1
・

赤い羽根募金活動実施：10/1

10：30～

阪急宝塚駅前、阪急逆瀬川駅前

第 3 回防災・減災情報交換会のご案内：チラシ配布、11/5（13：00～ 16：30）
ぷらざこむ 1 3Ｆホール

・

井戸知事の活動提案書（当日配布）の紹介あり

・ 公開授業週間のご案内（当日配布）の紹介あり：11/1～8 宝塚高校

以上

平成 28 年 12 月 4 日
逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニテイ」
書記

鬼頭

勝

「平成 28 年 12 月度役員会」議事録
日時

平成 28 年 12 月 4 日（日）

場所

ゆずり葉コミュニテイルーム

出席者

議決権者

10：00～12：30

中村、千秋、石谷、古泉、小畠、石丸、河原、能瀬、大森、
松園、安積、外山、柳原、本行、遠藤、鬼頭

非議決権者
市教育委員会

井箟、西沢、山川
高田

社協

ゆずり葉会

大川、静観、山田、畠山、葭本

逆瀬台小

高木、石黒、佐藤
＜

報

大関、藤森

議題

ＮＰＯ遊ぼう会

足立

＞

告
最初にゆずり葉会の大川会長他から、ゆずり葉まつりに対する協力へのお礼と、同
時に実施したアンケートの結果について報告があった。続いてＮＰＯ法人放課後遊
ぼう会の足立氏から同法人の活動内容の紹介があり、逆瀬台小放課後遊ぼう会がボ
ランティアを募集している旨の説明があった。

（1） 校区再編の動きについて
宝塚市教育委員会事務局管理部学事課

高田課長から、配布資料に基づいて宝塚市

立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の説明があり、続いて小・
中学校規模一覧、小・中学校別児童数推計表による現状分析と将来の予想について
の説明があった。逆瀬台小の置かれている現状が理解できた。
（2）セーフティネット会議について
社会福祉協議会の藤森氏から、配布した資料・別紙 1.2 に基づいて説明があった。
（3） 宝塚市公共施設等総合管理計画について
千秋会長から配布資料に基づき、本管理計画の存在と策定経緯とその概要（目的、
位置づけ、課題）について紹介があった。市からの具体的な話は次回にされる由。
（4） まちづくり協議会の情報発信（ブログ）支援について
千秋会長から配布資料に基づき提案するも、ゆずり葉コミュニュテイのブログはコ
ミュニテイの中でも質・体制共に進んでおり、現時点で対応することはない。
提案の 1/22 か 23 の臨時会議は取り下げる。全員了承。

（5）

まちづくり協議会代表者交流会の報告
千秋会長から配布資料に基づき、9/14 開催の交流会の報告があった。

（6）

11/14

宝塚ゴルフ倶楽部避難訓練の報告

千秋会長から報告があり、雨天にも拘わらず 220 名が参加。行政側も山中室長に
加え、消防関係 5 名、警察 2 名が参加した。
（7） 1/1 付発行の「ゆづり葉だより」新春第 86 号について
中村広報担当から、同号の引取りが 12/18（日）10 時～

となる旨の説明あり。

平成 29 年春号の原稿締切は 2/24 なので、積極出稿を含めご協力願いたいと。
（8） その他
・「災害多発列島に生きる」元兵庫県副知事・初代防災監

斎藤富雄氏が

Ｈ28 年度ひょうご防災リーダー講座で使った資料配布。各自の判断で活用を。
・消費庁発行の新洗濯表示に関する説明資料配布。2/5 役員会で必要数を確認する。
以上

平成 29 年 2 月 5 日
逆瀬台小学校区まちづくり協議会
「ゆずり葉コミュニテイ」
書記

鬼頭

勝

「平成 29 年 2 月度役員会」議事録
日時

平成 29 年 2 月 5 日（日）10：00～12：00

場所

ゆずり葉コミュニテイルーム

出席者

議決権者

中村、千秋、石谷、大澤、古泉、小畠、大森、河原、
外山、永井、安積、高嶋、石丸、遠藤、鬼頭

非議決権者

西沢、井箟、山川、篠原

民生児童委員

神谷、小橋、戸田

宝塚市役所

中出、藤田

社協

大関

※ 会議に先立ち、青葉台自治会長松薗氏の訃報が千秋会長から、続いて葬儀等の案内が大
森副会長からあり、全員黙禱した。
＜

報

議題

＞

告

（7）まち協情報の共有化「まちづくり協議会ポータルサイト」について
順番を変更し、最初にアヴェルデの篠原氏から配布資料に基づいて、問題がある現
状の説明と、改善する必要性の指摘があり、各自治会からブログ改善チームへ担当
者を 1 名出して欲しいとの要請が千秋会長からあった。当コミュニテイのまとめ役
に篠原氏を選任、了承された。
（1）逆小校区「福祉ネットワーク会議」を開催
宝塚市健康福祉部中出室長から、
「エイジフレンドリーシテイ宝塚の取り組み」と題
した講演が、配布資料に基づきなされた。
（2）12/4（日）「12 月度役員会議事録」について
一部訂正について千秋会長から報告があった。それ以外は 10 月分と合わせて、配付
資料通りで全員了承。
（3）1/11「第 7 回まちづくり協議会代表者交流会」報告について
千秋会長から配布資料に基づき報告がなされた。第 6 回は資料配布のみ。
議事概要

①宝塚市の行政について（管理部・学校教育部・社会教育部）
②宝塚市公共施設等総合計画
③防犯カメラ設置計画
④H29 年度地域自治に関する取組

尚、宝塚市公共施設等総合管理計画について、4 月に担当部署の黒川氏が当コミュニテ

イに説明に来ることになった。日時は追って決定する。
（4）「ゆずり葉散策路西逆瀬台口」における違法構造物の撤去（後退）依頼について
添付地図にある地域（駐車場）の管理者が出口地所から逆瀬台相和パーキングに替
ったのを機に、地主が再度強固な違法建造物を建てたので、地域住民の生活に支
障が出ており、その対応策として市長あてに撤去依頼の文書を出した旨、中村役
員から説明（報告）があった。
（資料配布）藤田氏に現地確認の上善処を依頼する。
（5）宝塚市施工及び住民整備活動による校区内公園の「健康遊具」設置について
昨年 10 月に白瀬川ブロックから宝塚市に申請していた公園整備と健康遊具設置案が
条件付で採用され、来年度に予算計上（250 万円）された旨、千秋会長から報告が
あった。今後、ブロック中心に具体化に向けて検討してゆく事となった。
（6）兵庫県補助金申請「防災用リヤカー、照明灯」について
災害時、宝塚ゴルフ倶楽部を利用するときに必要になる、リヤカー、照明塔の購入
費用を補助金として申請した処受理され、現在審議中である旨の報告が千秋会長か
らあった。
（8）4/1 付発行の「ゆづり葉だより」春第 87 号について
中村役員から、同号の原稿締切は 2/21（火）、引取りは 3/26（日）10 時～
（早期引き取り 3/22 午後可能）との説明があった。
議

案

（9）平成 29 年度会長・役員の選出について
中村役員から、来期の相談役、会長、事務局長、活動支援局長、広報、書記、経理、
施設、監査役の選任は千秋会長を中心に決めて欲しいとの要望があった。
（10）平成 28 年度活動報告及び会計報告作成 ⇒ 3/20（日）
中村役員＆西沢会計委員から、活動助成金の中で 13 グループが仮払い状態で、未精
算になっている為、活動報告は 2/25（土）までに、会計精算の最終締め切りは 3/10
（月）だが、出来るだけ早く処理をお願いしたいとの要請があり、全員了解した。
※

藤田氏に領収書の取り扱いにもっと融通を利かせて欲しい旨要望した。

（11）平成 29 年度定時役員会（総会）議案書の策定について
中村委員から、総会議案の報告事項（活動・会計・監査）、決議事項（事業・予算・
役員委員）共に、4/15（土）に配布予定との説明があり、全員了解した。
（12）市補助金 5 条 4 号の申請について
中村役員から、同申請につき、平成 28 年度の事業継続という事で、同じ事業内容で
4 月中旬に申請したい旨の提案があり、全員了解した。
その他事項について
※ 次回 ⇒ 定時役員会（総会に代わるもの） 4/30（日）10：00～12：00 開催
※ 社協

大関

第二地区サロン・ミニデイサービスマップ、配布、
以上

