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１．平成 26 年度 第 52 回定期総会を開催

～活動方針案及び予算案が決定～

2 月 2 日（日）雪も無く穏やかな日和に恵まれて、午前 10 時から千坂公民館 2 階ホールに
おいて、第 52 回荒屋町住宅団地町会定期総会が開催されました。
司会進行の盛田副会長の開会の挨拶に続
き、昨年亡くなられた 12 名の皆様のご冥福
を祈り黙祷を捧げました。
中山町会長の挨拶の後、議長選出に移り
16 班皆戸靖彦さんが選出されました。
議長挨拶に続き、濱本副会長より資格審査
発表が行われ、出席者 108 名、委任状 128
名、計 236 名、会員総数 262 名の 2/3 であ
る 175 名以上を満たしており総会成立の宣
言が行われました。
議事は平成 25 年度一般経過報告、会計決算報告、50 周年記念事業終了報告、会計監査報告
が順次行われ質疑応答に入りました。その内容は以下の通りです。
① 収支決算報告書における予算額、決算額、及び差引増減額の表記方法が、収入の部、支出
の部で統一性がないことについて質疑があり、次年度からは会計専門家に相談し正しい会
計表記の記載を行うことを確認しました。
② 一般会計報告書の中で、50 周年記念事業等から一般会計収入の部への還付金の表示につ
いては、特別会計からの戻し金であり、繰入金の表示が適切であるとの意見があり、繰入
金と修正致しました。
その後他の質疑がなく、これらを議場に諮り、異議
がなく満場一致で承認されました。
続いて、平成 26 年度役員選出が行われました。執行
部より役員立候補に至る経緯についての説明があり、
役員候補者の提出の後、議場に諮りこれも満場一致で
採択されました。
次に、平成 26 年度町会活動基本計画案、及び会計収
支予算案が町会長より提案され、これについての質疑応答がなされました。
役員行動費のうち町会長行動費について 80,000 円では会員の代弁者としての十分な仕事が
遂行できないので、100,000 円に増額することについて個別採決動議があり、採決をとった結
果否決されました。また、平成 26 年度より千坂公民館及び町会ブログ委員（相談役）の行動
費に対しての動議も個別採決を行い、これは原案通り承認されました。
その他、収支予算案の支出項目についての指摘や定期総会の経費計上に関する質問がありま
したが、執行部からの訂正、説明等で了承されました。
また、特別会計の特別町費 300 円については、本来 150 円を会館維持費に、150 円を除雪対
策基金にするとの申し合わせ事項があったそうですが、各年度の活動方針案の中に明記されて
おらず、今後の取り扱いについては活動方針案に毎年記載し、総会の場で主旨の説明を行うよ
うにするということに決まりました。
特別会計の執行に関しては、特に規約がないことから執行部において、基金の積み立て、大

型案件、会館修繕等にも対応できるような検討を行なうことになりました。
（除雪対策基金を除雪対策基金等に変更することを執行部で今後検討する）
以上審議を終え、採決がなされた結果、満場一致で今年度の活動基本計画案、収支予算案が
承認されました。
次に、荒屋町住宅団地町会規約改正についての審議に入り、中山町会長及び盛田副会長から
概略説明がなされ審議に移りましたが、特に質問もなく満場一致で承認されました。
この結果、平成 27 年度より定期総会は荒屋会館において、代議員制度のもと開催されるこ
とになりました。
全ての議事が完了し議長が退任、旧役員の挨拶の後、新役員、新班長の紹介、挨拶があり、
第 52 回定期総会は滞りなく終了いたしました。3 時間に及ぶ長丁場の総会でしたが、皆様の
活発なご意見、ご審議に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

２．顔合わせ会、業務引継ぎ式、第１回役員会開催
1 月 20 日（月）PM8:00 より総会に先立ち今年度の新役員(予定）と中山町会長による「顔
合わせ会」を開きました。各副会長の会務決めや「副会長の手引き」による業務内容の説明
等を行いました。
又、1 月 26 日（日）PM2:00 より新旧役員との業務引継ぎ式を行いました。
総会当日、2 月 2 日（日）PM4:00 より第 1 回役員会を開催し、新年度に移行するための町
会組織表や自主防災会、会館受付当番等についてそれぞれの役割分担を決めました。

３．第 1 回合同役員会開催 ～新役員の業務分担及び確認事項～
新年度町会活動の円滑な運営を立ち上げるため、2 月 4 日（火）PM8:00 から荒屋会館 3 階
において、第 1 回合同役員会（役員、班長）を開催いたしました。
ここでは「班長の手引き」についての概略説明や町会運営組織、及び自主防災会組織等の
役割分担、町会費の徴収方法や会館受付当番制度の説明等、質疑応答を含め活発な意見が出
ました。新役員、新班長の皆様、今年一年宜しくお願い致します。

４．「千坂校下 2014 新春の集い」開催される
1 月 24 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 2014 年新春の集い」が盛大に開催されました。
出席者は、来賓として谷本石川県知事、山野金沢市長を始め、国会、県会、市会議員の皆
様、校下各町会役員、各諸団体の関係者等、120 名の多きにのぼりました。
オープニングセレモニーに金沢ボーカリストクラブの友季（YUKI)さんが シャンソンを披
露された後、千坂校下町会連合会、西田会長が「千坂校下が未来に向かって大きく飛躍でき
るよう、これまでの活動をより一層加速させ、『住みたい街、住み続けたい街』の実現に引
き続きご理解とご協力をお願いします。」と挨拶されました。
引き続き来賓の谷本石川県知事から順に祝辞を頂きました。知事祝辞の後に、千坂校下町
会連合会から 2 月 27 日告示の石川県知事選挙候補者に谷本正憲氏が最適人者として認める推
薦状が手渡されました。
この後、今村照男氏の音頭で乾杯を行い祝宴に入りました。当町会からは中山町会長をは
じめ 8 名（藤井副会長（予定）、竹本副会長（予定）、当田副会長、中屋町連副会長、小谷
内福寿会会長、竹林防犯委員、堂口民生児童委員）が参加し、関係諸団体の出席者と親交を
深めました。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、「2 年目に入り、いろいろなことが分かってきたので、今年はさらに町会発展のた
めに邁進したい。」と強調されました。千坂公民館、中屋保雄館長が閉会の挨拶に立たれ、
加賀鳶 1 本締めて閉会いたしました。

５．カーブミラーを設置
1 月 21 日（火）に金沢市道路管理課の依頼を受けた専門業
者により、町内の 5 班の東さんと 6 班の藤井さんの間のＴ字
路にカーブミラーが設置されました。
これは中山町会長が、昨年末市役所に要望書を書き、幾度
も担当の方に必要性を説明して実現したものです。これで事
故がなくなるとよいですね。皆様も安全運転にくれぐれも留
意してください。カーブミラーの設置については、さらに１
箇所（所司原商店さんの向かい右側）の要望が出ています。
大きな道路に出る場合、松喜寿しさんのカーブミラーだけで
は反対車線が見にくく危険だということです。これは 4 月か
らの新年度に設置できる予定です。

６．町会費徴収のお願い
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 12,000 円、半年払い 6,000 円のいずれでも構いませ
ん。2 月 20 日までにお願い致します。

【お知らせ】
新築移転
6 班の藤井直樹さんが新築移転されました。住所は荒屋町イ 198 番地です。
皆様、よろしくお願い致します。(平成 26 年 2 月 2 日より）
荒屋会館の電話番号が変更されました
1 月 27 日（月）AM10:00 から荒屋会館の電話の切り替え工事が行われました。今まではケー
ブルテレビの IP 電話でしたが、3 月一杯で廃止になるため KDDI の普通の電話になりました。
新しい番号は 076-205-7108 です。
これからは基本料金がかかります。（1 ヶ月 1,300 円ほど）インターネットの接続金額は今
までとあまり変わらず、セット料金で若干安くなるようです。電話は、エレベーターが昇降中
に停止等で閉じ込められた場合にエレベーター会社に通報されるようになっています。
総会会場で座布団の忘れ物がありました
2 月 2 日に千坂公民館で開催された第 52 回定期総
会の会場で座布団の忘れ物がありました。お心当たり
の方は、荒屋会館の 1 階ホールのテーブルにおいてお
きますので、お持ち帰り下さい。

【各種同好会・サークル活動報告】
75 回悠々サロン「新年を祝おう」

この季節なら毎年必ず積雪があっても不思議では
ない 1 月 18 日（土）は、青空が広がり強い日差し
さえある好天に恵まれました。
そんな日に新年最初の荒屋悠々サロンが開催され
ました。
平成 18 年に発足した荒屋悠々サロンも今年で 9 年
目を迎えました。
お正月ということで、今年も 14 班の赤田すみ子さんに三味線演奏をお願いして、
「神田ま
つり」という曲を弾いていただきました。10 分間、荒屋会館に免許皆伝の称号を有する
赤田さんの三味の音が響き渡りました。
三味線の演奏が終わり、茶道同好会のご協力により抹茶を戴くことになりました。
お茶タイムが終わり「1 月 1 日｣の唱歌を合唱しました。場所を 3 階に移し、今年の干支
「午」の折り紙をすることになりました。その後、唱歌「富士の山」
「スキー」を合唱し、
続いて「いいね金沢健康体操」を行い「長生き音頭」を合唱して終了となりました。

2014 年荒屋団地福寿会の新年会 が開催さる
2 月 12 日（水）2014 年荒屋団地福寿会の新年会が、西インターテルメ金沢において開催されま
した。 午前 10 時 20 分協和工業前から参加者 25 名が送迎バスに乗車し会場に向かいました。
北陸地方のこの時期としては稀な好天に恵まれました。
参加申込では 27 名にのぼりましたが、当日になり体調がすぐれないから参加を取りやめしたい
と申し出があり 25 名となりました。
11 時前には会場に到着し、12 時開宴までの間、
大浴場で入浴を楽しみました。
12 時、土居本副会長による開会の挨拶があり、
2014 年の新年会が始まりました。
中山町会長の挨拶の後、中屋顧問の挨拶、続いて
乾杯の音頭をとられ「カンパイー！」の声が響き
わたりました。
宴たけなわとなり、有志によるカラオケが開始され
ました。男性が「孫」を唄い始めたのを見て、女性
が一緒に唄うと前に出て合唱する和やかな場面もあ
りました。
飲んで食べ、語りあって、また唄う、楽しい時間は
あっという間。
お開きは定番の「河内おとこ節」にあわせた炭坑節
の踊りが始まりました。

かくして、今年も荒屋団地福寿会の新年会が終わりました。
ご近所の皆さんの「絆」が、より強固なものになったに違いありません。

