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１．１．１．１．平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度    第第第第 51515151 回定期総会が開催回定期総会が開催回定期総会が開催回定期総会が開催    ～～～～活動方針及び予算案が決定活動方針及び予算案が決定活動方針及び予算案が決定活動方針及び予算案が決定～～～～    

 1 月 20 日（日）AM10:00 から千坂公民館において、第５１回荒屋町住宅団地町会定期総会が開

催されました。 

 開会の挨拶に続き、昨年亡くなられ

た9名の皆さんのご冥福を祈り黙祷が

行われました。 

 黙祷が終わり、16 班の谷内律夫県議

の祝辞をいただいたあとに田上町会

長の挨拶がありました。 

 次に議長選出に移り、8 班儘田浩一

さんが選出され議事に入りました。 

 議長挨拶に続き資格審査発表が行

われ、出席者 103 名、委任状 130 名、

計 233 名が会員総数の 2/3 である 170

名以上をクリアして総会成立の宣言

が行われました。 

議事は一般経過報告、会計決算報告、会計監査報告が順次行われ質疑応答に入りました。 

なお、総会資料のほか追加資料が配布され、その内容説明が行われました。 

 質疑応答では、 

 一般会計の記載事項について火災共済費がゼロとなった経緯の説明がありました。特別会計収

支決算報告書では、記載事項に関すること、管

理費、修繕費、５０周年事業費の内訳等につい

て質疑がありました。 

 また、追加資料に記載された平成２４年度町

会５０周年記念事業・収支中間決算報告書につ

いて、式典・文化祭・雑費 630,442 円の内訳が

説明され、後日、内訳を記載して配布されるこ

とになりました。 

 そのほか、町会長の行動費について、日頃の

活動状況からもう少し手厚くするべきで、その

ための町費値上げは容認できるといった意見が出され、町会長から、ご好意はありがたく頂戴す

るが、諸般に鑑み現状のままでお願いしたいと答弁がありました。 

 このあと、新年度役員の選出が行われ、新町会長に 8班

の中山良一さんが選出されました。

 次に、平成２５年度活動基本方針、続いて一般会計収支

予算が提案されました。 

 このあとの、質疑応答では火災共済費のゼロ計上につい

て質問が出され、本大会で決定せず役員会で今年度の取り

扱い方を整理することで承認がありました。 

 以上のほか、動議として「定期総会開催のあり方」につ

いて提案があり、今後規約改正に向け検討することで集約



され了承された。 

[動議内容] 

 ○総会の代議員制方式に改めて荒屋会館で開催できる方式はどうか。 

今後も遠方の会場で開催する場合、シャトルバスの利用が不可欠だが、開催時期が冬場であり不

慮の事故発生のリスクがあり時間と経費もかかる。 

○規約改正が必要だが、そのための臨時総会は省き、総合企画委員会等で論議し、会員の 

 意思を確認することとする。 

 議事が完了し議長が退任されて新役員の紹介が行われました。続いて旧役員の挨拶があり、

退任される田上町会長に花束が贈呈されました。以上を以て第５１回定期総会が滞りなく終了

しました。 

２．２．２．２．第１回及び第２回役員会開催第１回及び第２回役員会開催第１回及び第２回役員会開催第１回及び第２回役員会開催    ～～～～初顔合わせ初顔合わせ初顔合わせ初顔合わせを及び業務引き継ぎ～を及び業務引き継ぎ～を及び業務引き継ぎ～を及び業務引き継ぎ～    

 1 月 18 日(金)PM8:00 より総会に先立ち今年度の新役員(予定）と田上町会長による第 1 回

役員会を開きました。平成２５年度の活動方針及び予算案について意識合わせ、及び各副会

長の役割分担等や当面の予定について取り決めました。 

 総会当日(20 日）PM4:00 より、第２回役員会を開催し旧役員より新役員に業務の引き継ぎ

等を行いました。 

３．３．３．３．第第第第 1111 回合同役員会開催回合同役員会開催回合同役員会開催回合同役員会開催    ～～～～新役員の業務分担及び引継等実施新役員の業務分担及び引継等実施新役員の業務分担及び引継等実施新役員の業務分担及び引継等実施～～～～    

 新年度町会活動の円滑な運営を立ち上げるため、1月 24 日（木）PM8:00 から荒屋会館にお

いて第 1回合同役員会を開催いたしました。 

 ここで町会運営組織、及び自主防災会組織等の班長を含めた役割分担、会費の徴収方法や、

住民票等の徴収、回収、回覧方法等について整理を諮りました。 

 １．役員の自己紹介、及び班内の懸案事項 

 ２、班長の手引きについて 

 ３．行事予定（役員会等） 

会員の皆様のさらなるご協力をお願いし、町会業務を推進することになりました 

４．４．４．４．「「「「千坂校下千坂校下千坂校下千坂校下 2013201320132013 新春の集い新春の集い新春の集い新春の集い」開かる」開かる」開かる」開かる        

 1 月 25 日(金)PM6:30 から、ＡＮＡクラウ

ンプラザホテル金沢 3F「鳳の間」において、

「千坂校下 2013 年新春の集い」が盛大に開

催されました。 

 出席者は、来賓として馳浩衆院議員、岡田

直樹参院議員、山野金沢市長、中村勲、米澤

賢司、谷内律夫の各県議、田中仁、田中展郎、

清水邦彦、麦田徹各市議の皆様、校下各町会

役員、各諸団体の関係者等の 118 名の多きに

のぼりました。 

 オープニングに続き、元木町連副会長が開会の挨拶を述べ、世話人を代表して校下町会連

合会西田 稔会長が挨拶に立たれました。西田会長は、「千坂校下発展のために、各諸団体の

皆様と心を一つにして今年の地域活動を進めていきたい」と述べられました。当町会から中

山町会長を含め 7 名（中屋町連副会長と北永民生児童委員）が参加し、関係諸団体の出席者

と親交を図りました。 



 開宴中は司会者がランダムに各テーブルを

訪れ、スピーチを求めました。中山町会長は、

「町内から孤独死を絶対出さないように取り

組みたい」と強調されました。 

 公務多忙の中、山野市長が開宴さなかに来場

され挨拶を行われました。そして各テーブルの

一人ひとりに握手されていました。 

千坂公民館小藤典行館長が閉会の挨拶に立た

れ、万歳三唱の唱和を求められました。この模

様については、1/26 の北国新聞朝刊にも掲載

されていました。 

５．５．５．５．納税協力会納税協力会納税協力会納税協力会への加入への加入への加入への加入    ～～～～財源確保のため～財源確保のため～財源確保のため～財源確保のため～    

 総会資料（追加資料）に添付してあります「荒屋住宅団地納税協力会の加入のお願い」「荒屋住宅団地納税協力会の加入のお願い」「荒屋住宅団地納税協力会の加入のお願い」「荒屋住宅団地納税協力会の加入のお願い」に

記載のとおり、未加入の方の加入をお願いいたします。現在、144 件の加入で約 16 万円の町

会収入となっており、加入登録を行うことで、納付方法の変更もなく納税奨励金を頂き、会

員への還元（洗剤）と町会へ収入とすることができます。財政の厳しいおり、皆さまのご協

力をお願いいたします。 

 なお、納税協力会には、名簿のみ通知で、納税額、滞納の有無などの個人情報は記載され

ておりません。   （問い合わせ等は、中山納税協力会長まで） 

 

６．６．６．６．ごみごみごみごみ出しに注意！！出しに注意！！出しに注意！！出しに注意！！    

１月２３日（水）中山町会長宅に匿名の電話があり、資源ごみの回収日なのに「違反「違反「違反「違反ごみごみごみごみ」」」」

が出ているとの内容でした。町内２か所の集積所を見周りました結果、アーバンホーム前の方に、 

電球とライターが各３個、灯明着火器が２個電球とライターが各３個、灯明着火器が２個電球とライターが各３個、灯明着火器が２個電球とライターが各３個、灯明着火器が２個置いてありました。これは不燃物ごみです。 

１月は通常月と違い、分別の日が変わっていますので勘違いで出されたものと思われますが、来

月の分別の日まで町会長宅で預かります。今後は各戸に配布されています「家庭ごみ「家庭ごみ「家庭ごみ「家庭ごみ    分け方・分け方・分け方・分け方・

出し方」出し方」出し方」出し方」を良く見てからごみを出すようにしましょう。 

 

７．町会費徴収と住民票提出のお願い７．町会費徴収と住民票提出のお願い７．町会費徴収と住民票提出のお願い７．町会費徴収と住民票提出のお願い    

    ２月は町会費の徴収月です。町会費 700 円、町会特別会費 300 円、合計 1,000 円を各班長さん

が集金にお伺いします。１年一括払い１年一括払い１年一括払い１年一括払い 12,00012,00012,00012,000 円、半年払い円、半年払い円、半年払い円、半年払い 6,0006,0006,0006,000 円円円円のいづれでも構いません。

2月 20 日までにお願い致します。 

 叉、総会で承認された「荒屋町住宅団地町会住民票」「荒屋町住宅団地町会住民票」「荒屋町住宅団地町会住民票」「荒屋町住宅団地町会住民票」の記入用紙も各戸に配布致します。 

平成 21 年 5 月に実施して以来、住民の変動、転入・転出、昨年の新班割体制等により、改めて

今回実施いたします。町内の皆様にはご面倒をおかけ致しますがご協力ください。 

尚、家族の記載は同居している方のみで結構です（金沢市の住民票には載っているが、離れて

住んでいる場合は記載しないでください。）提出期限は 2月 20 日です。 

（封筒に入れてお出しください） 

 

【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】        

○○○○会員の転入会員の転入会員の転入会員の転入    
 11 班に藤田好江さんが転入されました。住所は荒屋町ロ 12 番地 6です。 

 皆様、よろしくお願致します。(平成 25 年 1 月 27 日より） 



【各種同好会・サークル活動報告】【各種同好会・サークル活動報告】【各種同好会・サークル活動報告】【各種同好会・サークル活動報告】    

「今年「今年「今年「今年のののの抱負抱負抱負抱負をををを語ろう語ろう語ろう語ろう    」」」」～～～～第６４回荒屋悠々サロンの開催第６４回荒屋悠々サロンの開催第６４回荒屋悠々サロンの開催第６４回荒屋悠々サロンの開催～～～～ 

  1 月 19 日荒屋会館において今年最初となる悠々サロンが開催されました。 

いつも 3階で行われるサロンは、お正月ということで 2階和室に集まって開始されました。 

 全員で「１月１日」を合唱してから、赤田すみ子さんによる長唄「都鳥」の三味線演奏があ

りました。 

 会館に三味線の音が響き渡り、長唄を堪能す

ることができました。赤田さんは昨年、次代を

担う若手邦楽舞踊愛好者発表会に出演され、新

聞でもその模様が紹介されました。荒屋団地の

文化の向上に貢献されており、毎年お正月に演

奏されるのが参加者の楽しみになりました こ

のあと、参加者一人ひとりから「今年の抱負」

を述べることになりました。 

 小谷内福寿会々長は、家にこもらず積極的に

行事等に参加するように呼びかけられました。 

そして、自分は 88 歳だが「歳」をあまり気にせず毎日の生活をすることが元気の秘訣と披露

されまた。 

 全員抱負を述べたあと、茶道同好会の好意でお抹茶がふるまわれました。 

 

同好会に同好会に同好会に同好会に麻雀同好会を新設麻雀同好会を新設麻雀同好会を新設麻雀同好会を新設        ～～～～会員募集中！！会員募集中！！会員募集中！！会員募集中！！～～～～    

２月４日から新しく同好会に「麻雀同好会」が発足する事になりました。 

開催日は第２．４週の土曜日 AM9：00～12：00 です。健全な娯楽としての麻雀ゲームを楽し

む会です。男女問わずどなたでも入会可能です（初心者の方でも大歓迎です） 

会員を募集しております。準備の関係上、３月９日（土）を第１回目の開催日と致します。 

入会申込みは中山まで（℡２５８―３４０１、又は携帯０９０－３８８５－１７７１） 

 

同好会に「同好会に「同好会に「同好会に「荒屋町荒屋町荒屋町荒屋町住宅団地町会住宅団地町会住宅団地町会住宅団地町会交友会」が入会交友会」が入会交友会」が入会交友会」が入会    ～会員募集中！！～～会員募集中！！～～会員募集中！！～～会員募集中！！～    

 町内有志で活動しておりました「荒屋町住宅団地町会交友会」が２月４日より。正式に同

好会の仲間として発足する事になりました。荒屋町住宅団地町会交友会は４５歳から７８歳

までの町内に居住する１８名の仲間で組織されております。年間行事として新年会、春・秋

の一泊旅行、バーベキュー大会やハイキング等々を行っております。これからは同好会メン

バーの一員として、町会活動にも積極的にお手伝いをして頂けるとのことです。 

年会費は 3,000 円です。町内の男女どなたでも入会歓迎です。入会申込みは下記まで。 

会  長 松井憲二郎（２５８―０５５３）副 会 長  大平  雄 （２５７－１６０３） 

書  記 中山 良一 (２５８－３４０１) 会  計  山岸  博  (２５７－６２２９） 

    連絡員① 大島 康志 (２５８－０５６０）連絡員② 土居本健二（２５８―２９６５） 

 連絡員③ 小路 栄二（２５８―４６１１）相 談 役  当田 貞雄（２５８－４６２８） 

 【お願い】 

今年度、２月４日から町内でおめでたい出来事（結婚式や出産等）が出ましたら、「町会だ

より」に掲載したいと思います。慶事ご予定の方で掲載に差し支えがなければ、どしどし町

会長・総務担当副会長までお知らせください。 


