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平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年    ２２２２月月月月    ５５５５日日日日    

荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会荒 屋 町 住 宅 団 地 町 会                                                

 
  

平成平成平成平成２４２４２４２４年度、新役員初顔合わせ会年度、新役員初顔合わせ会年度、新役員初顔合わせ会年度、新役員初顔合わせ会開催開催開催開催！！！！    

    

１月６日荒屋会館２階において、今年度の新役員と中屋町会長による初顔合わせ会が開催 

されました。出席者は中屋町会長と田上、太田、当田、元(１ブロック)、中山(２ブロック)、 

本間(３ブロック)、山本(４ブロック)の８名で行われ、内容は以下の通りです。 

１．各自、自己紹介 

 ２．副会長会務の仕事内容の解説（中屋町会長より） 

 ３．副会長会務の役割決め、引き継ぎは後日行う（定例総会後） 

 ４．今年度活動基本方針案の意見交換 

 ５．今年度予算案意見交換 

 ６．１～３月までの役員会開催予定日の検討、取り決め 

（執行部定例役員会は毎月２０日前後の金曜、PM8:00 より） 

1/22(日) AM10：00 定例総会、PM4：00 より新旧合同執行部会 

1/27(金) PM8：00 第１回役員会 

2/24(金) PM8：00 第２回執行部会 

3/23(金) PM8：00 第２回役員会 

７．その他の事項 

  新班体制に伴い、班内の顔合わせを行った方がよいのではないか？ 

  1/23～1/26 夜に開催することを検討（1/7、田上試案作成） 

以上 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    第第第第５０５０５０５０回定期総会が開催、活動基本方針回定期総会が開催、活動基本方針回定期総会が開催、活動基本方針回定期総会が開催、活動基本方針及び予算及び予算及び予算及び予算が決定！が決定！が決定！が決定！    

田上吉紀氏田上吉紀氏田上吉紀氏田上吉紀氏((((５５５５班班班班))))を会長にを会長にを会長にを会長に選出選出選出選出し新体制がスタート！し新体制がスタート！し新体制がスタート！し新体制がスタート！    

    

第５０回定期総会は、１月２２日(日)午前１０時から福久町、福久町会館２階の大広間に 

おいて１１４名の会員出席のもと、盛大に開催されました。 

今回は例年の㈱協和工業３階ホールが使用できず、福久町会のご協力により新会場での開 

催となりましたが、例年この時期は雪模様のはずが、好天にも恵まれ、シャトルバス運行に 

より昨年を上回る方が出席されました。 

最後の搬送の入場者を待って、旧１６班の太田副会長の司会により開会挨拶に続き、昨年 

亡くなられた７名の方々の冥福をお祈りするため黙祷を捧げました。 

谷内律夫県議の挨拶に続き、町会長の挨拶では阪神淡路大震災、東日本大震災の被害者が 

口をそろえて、生きる勇気と希望を持てたのは家族、近隣住民の絆であると云われているこ 

とに触れ、町会は数年前から「助け合う・支え合う温もりのある地域社会の構築を目指して 

絆づくり活動を進めてきたが、こうした活動の効果は、地道に積みあげて行ってこそ成果が 

あげられると述べました。 

ホームページURL http://www2.spacelan.ne.jp/~arayadanti/  
メールアドレス      arayadanti@m2.spacelan.ne.jp 
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次に議長選出に移り、執行部一任の声により８班の盛田秀好さんが就任されました。 

挨拶のあと資格審査発表で出席者１１４名、委任状１２３名により会員総数の２/３以上を 

上回っていることから、本総会成立の宣言が行われ議事に入りました。 

 

一般経過報告、会計決算報告、会計監

査報告と進み。町会規約改正案、町会長

選出に関する取り決め案、町会設立５０

周年記念事業案が提案され、以下の通り

質疑応答が行われました。 

Ｑ：５０周年記念事業について、記念事 

業の内容によっては臨時徴収がない場

合があるか。 

Ａ：行事内容は未定である。予算金額

1,241,077 円以内であれば徴収は発生し

ない。内容によって発生する場合、役員

会議で諮り徴収金額を適正に設定する。 

（写真撮影は１班の竹林正人さん）  

以上の応答で満場一致で承認されました。 

 

次に、平成２４年度の役員選出に移り、新町会長候補の推薦経緯について中屋町会長より経 

過報告が行われました。掲示板に張り出された候補者名が読み上げられ、議長より拍手でもっ 

て承認願いますとの発声があり、満場の拍手で承認されました。 

 

選出された平成２４年度の町会役員(班長を除く)は、次の方々です。 

 

会  長  田上吉紀（ ５班）執行部再任・昇格 

     副会長  元めぐみ（ ４班）新任  中山良一（ ８班）新任 

      〃   本間 巌（１２班）新任  山本外吉（１６班）新任 

      〃   当田貞雄（ ６班）新任  太田 淳（１５班）再任 

    会計監査  堂口多津子（９班）・北方貞夫（７班） 

 

引き続いて、新町会長より平成２４年度活動基本方針案と予算案を提案、質疑応答に移りま

した。 

 

Ｑ：住宅地図に３班班長名が記載されていないが。 

Ａ：総会資料添付の地図は訂正前の地図であり、後日新しい地図を配布する。 

 

Ｑ：中屋町会長より色々な活動の支援をして頂いていたが、今後執行部に残らないのか。 

Ａ：町会執行部ではなく、ネットサークル等の部会代表者して町会活動に協力してもらう。 

 

以上の応答の後、満場一致で承認されました。 
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 最後に動議が起こされ、町会活動に関するアンケー調査実施の説明の後、中屋町会長の功績

を評価し、規約に基づく表彰の提案があり、これも満場一致で採択されました。 

 以上により、すべての議事が終了したことから、議長が退任され、新旧役員、新班長の紹介、

挨拶が行われました。最後に退任の中屋町会長挨拶があり花束の贈呈が行われました。 

 

   総会会場の福久町会館                 平成２４年定期総会次第 

中屋町会長に花束贈呈                 シャトルバスの運行 

 

新役員の業務分担が決定し、新旧引き継ぎが滞りなく終了新役員の業務分担が決定し、新旧引き継ぎが滞りなく終了新役員の業務分担が決定し、新旧引き継ぎが滞りなく終了新役員の業務分担が決定し、新旧引き継ぎが滞りなく終了    

総会終了の当日午後４時、新旧合同執行部会が開催され、別紙「平成２４年度荒屋町住宅団

地町会役員名簿」のとおり、新役員の業務分担が決定され、それぞれ事務の引継ぎが行われま

した。 

本年１年間、よろしくお願いいたします。 

 引き継ぎ会の後、２階において新旧役員の懇親会が行われ、前役員の苦労話や担当業務の留

意点、新役員の抱負や自己紹介等、話が弾み終始和やかな内に終了致しました。 

平成２３年度の町会運営にご尽力いただいた各班長さん、ならびに前役員の皆さん方に深く

感謝申し上げますと共に、引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。 
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新新新新班割体制に伴う、各班顔合わせ会班割体制に伴う、各班顔合わせ会班割体制に伴う、各班顔合わせ会班割体制に伴う、各班顔合わせ会を開催を開催を開催を開催！！！！    

 平成２４年度新班割体制に伴い、新旧各班の会員相互のコミュニケーションを図ることと班

内での役割分担の明確化を遂行するために、各班毎の顔合わせ会が行われました。 

 各班毎の話し合いが活発に行われ、特に掃除当番の割り振り、回覧板の回し方、班長の順番

等が検討され決定をしていただきました。 

参加された皆さんからこれからもこの様な会合を開いてほしいとの要望がありましたので、

順次企画したいと思っております。 

各班ごとの開催、以下の通りでした。 

         【２階和室】      【３階集会室】 

1/23(月) PM7:30～8:15    ７班(２ブロック)   １６班(４ブロック) 

PM8:15～9:00      ５班         １４班 

1/24(火) PM7:30～8:15    １班(１ブロック)    ８班(２ブロック) 

PM8:15～9:00    ２班          ６班 

1/25(水) PM7:30～8:15   １３班(４ブロック)   １０班(３ブロック) 

PM8:15～9:00   １５班          ９班 

1/26(木) PM7:30～8:15   １１班(３ブロック)    ３班(１ブロック) 

PM8:15～9:00   １２班          ４班 

町会運営に対するアンケート調査実施町会運営に対するアンケート調査実施町会運営に対するアンケート調査実施町会運営に対するアンケート調査実施！！！！    

 新執行部が発足するに際し、皆さんから広くご意見やご要望を伺い、町会運営の参考とさせ

ていただくためのアンケート調査を実施致しました。 

 このアンケートは(イ) 町会活動、(ロ) 町会会員の日常の問題点、(ハ) 町会費、(二) 町会設

立５０周年記念事業、(ホ) 町会各委員やボランティアスタッフの募集、(ヘ) その他の各項目に

ついて調査を致しました。調査結果については次号の町会だよりに掲載致します。 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    第第第第１１１１回役員会が開催され回役員会が開催され回役員会が開催され回役員会が開催され、、、、町会町会町会町会組織組織組織組織編成が決定！編成が決定！編成が決定！編成が決定！    

新年度の町会活動の円滑な運営立ち上げを期するため、１月２７日(金) PM8:00 より荒屋会

館３階において第１回役員会が開催されました。 

最初に役員、各班長の自己紹介と町内の懸案事項の確認から始まり、班長の引き継ぎ道具の

確認、続いて班長手引きによる各項目の説明が町会長より行われました。途中、会計担当副会

長より町費集金、総務担当副会長よりおくやみについての各説明が補足されました。 

１月２８日から２月末日までの行事予定の確認に引き続き、町会活動の要となる組織編成を

班長の自主的な応募で滞りなく終了、各担当部署決定がされました。 

以上により、新年度の町会運営が始動されることになりました。よろしくご支援とご協力を

お願い申し上げます。 

（平成２４年度荒屋町住宅団地町会組織編成表・自主防災組織表は別表参照） 

２月予定 

   2/ 3（金）町会運営に対するアンケートの提出締切日 

   /20（月）前期町費集金の締切日 

    /24（金）第２回執行部会開催：荒屋会館 3 階 PM8:00 より 
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「「「「千坂校下千坂校下千坂校下千坂校下２０１２２０１２２０１２２０１２年新春の集い」に出席！年新春の集い」に出席！年新春の集い」に出席！年新春の集い」に出席！    

去る１月２９日(日) 午後６時より、ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢において「第２回千坂

校下２０１２新春の集い」が校下町会、各種団体総勢１１９名の参加で盛大に開催されました。 

当町会からは中屋前町会長、田上町会長、太田、当田、中山副会長の５名が出席しました。 

オープニングは金沢市第二消防団千坂分団・消防後援会の皆さんによる「金沢鳶木遣りくず 

し」で開幕しました。来賓は奥田、馳国会議員をはじめ、中村、米澤、谷内各県議、田中仁、

田中展郎、清水、麦田各市議の９名の皆さんが勢ぞろい。司会の元木千木親和町会長による開

会の辞に続いて、来賓の皆様の挨拶があり、その後金沢斫グループ代表の今村照男氏の音頭に

より「乾杯」の儀が執り行われ、祝宴に移りました。 

祝宴中、司会者が各テーブルを回り、町会長や諸団体長にマイクを向け、今年の抱負などを

語って頂きました。当町会の田上町会長にもスピーチが求められ、自己紹介と新任の挨拶が行

われました。 

宴たけなわの中、司会者より小藤公民館長の閉会挨拶が行われる旨が告げられ、今年も千坂

公民館の自慢とする話が披露され、万歳三唱に移りました。各町会長や諸団体長が親しく酒を

酌み交わすことにより、千坂校下の地域連帯意識が向上し、引いては校下発展の端緒となるに

違いありません。当町会出席の皆さんも町会の今後の事を大いにアピールしてきました。 

   

奥田議員と歓談する田上町会長と中山副会長     小藤公民館長による万歳三唱 
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【各種【各種【各種【各種同好会・サークル活動報告同好会・サークル活動報告同好会・サークル活動報告同好会・サークル活動報告】】】】    

～お正月を楽しもう～～お正月を楽しもう～～お正月を楽しもう～～お正月を楽しもう～「第「第「第「第５４５４５４５４回回回回荒屋荒屋荒屋荒屋悠々サロン」開催！悠々サロン」開催！悠々サロン」開催！悠々サロン」開催！    

１月２１日(土) 年が変わって最初の第５４回荒屋悠々サロンが開催されました。 

今回は会館２階に集まり、１月１日の歌を唄うことから始まりました。お正月開催の悠々サ 

ロンでは、毎年恒例となった赤田さんによる三味線演奏があり、粋な音色が会場を包みました。 

 その後、いろはかるたや真宗かるたで

上の句を読み上げ、下の句を皆で答える

遊びをしました。 

難問にすらすら回答する人に感心しま

した。         

 次に茶道同好会メンバーのご厚意によ

り「お抹茶」が点てられ、お正月気分を

満喫しました。 

これが終わり、３階会場に移動しまし

た。 

３階では「スキーの歌」、「ペチカ」、 

赤田さんによる三味線演奏        「富士の山」、「東京ラプソディ」など 

５曲を元気よく合唱。 

休憩タイムでは、昔懐かしい「８時だよ全員集合！」のビデオを鑑賞し、楽しい時間を過ご

しました。 

続いて、ふくひさ包括支援センターからお招きした職員から、「ヒートショック」という言

葉を聞いたことがありますか？という資料が配付され、ヒートショックが原因でなくなる方が

年間１万人以上いる話や、防止策について講演。 

これが終わり、「いいね金沢健康体操」をＤＶＤを見ながら全員で座ってする体操を行いま

した。 

最後に、「長生き音頭」を元気よく合唱して終了しました。 

 

～悠々サロンに参加している方からの声～ 

私は荒屋団地に引っ越ししてきて本当に良かっ

たと思っている。こちらへ来る前の家では、一人だ

けの時間で過ごす毎日だったが、ここへきて悠々サ

ロンや同好会で大勢の人たちと話をしたり、歌を唄

って楽しく過ごせるようになったのでうれし

い・・・・と。 

こんな話を聞くと、スタッフの一員としてとても

うれしく思います。 

ヒートショック講演会 

 

※※※※荒屋荒屋荒屋荒屋団地団地団地団地町町町町会の各種同好会、サークル活動の記事を町会会の各種同好会、サークル活動の記事を町会会の各種同好会、サークル活動の記事を町会会の各種同好会、サークル活動の記事を町会だだだだよりに掲載していきたよりに掲載していきたよりに掲載していきたよりに掲載していきたいいいい    
とととと考えております。皆さまからの寄稿、考えております。皆さまからの寄稿、考えております。皆さまからの寄稿、考えております。皆さまからの寄稿、お待ち致しております。お待ち致しております。お待ち致しております。お待ち致しております。    


