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１．平成 27年度 第 53回定期総会を開催 ～活動方針案及び予算案が決定～ 

2月 1日（日）午前 10：00から荒屋会館 3階ホールにおいて、第 53回荒屋町住宅団地町会定

期総会が開催されました。今回からは各班 2名の代議員による総会形式になりました。 

司会進行の梨野副会長の開会の挨拶に続き、昨年亡くなられた 8名の皆さんのご冥福を祈り黙

祷を捧げました。 黙祷が終わり、16 班の石川県議会議員谷内律夫さんから来賓のご挨拶をい

ただき、その後町会長より 4月の県議会議員選挙の候補者推薦状をお渡しいたしました。 

町会長の挨拶の後、議長選出に移り 6班の山岸 博さんが選出され議事に入りました。 

議長挨拶に続き、森多広報担当副会長

より資格審査発表が行われ、出席者 39

名、委任状 1名、計 40名、会員総数 41

名の 2/3である 28名以上をクリアして

総会成立の宣言が行われました。 

議事に入り平成 26年度一般経過報告、

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。 

冒頭、町会長、澤田会計担当副会長

より総会資料に一部訂正があり訂正箇

所の説明がありました。 

（訂正箇所についてはこの項目の最

後にまとめました。ご参照ください） 

その後、これらの質疑がなく、議場に諮り満場一致で承認されました。 

 続いて、平成 27年度役員選出が行われ、町会長より役員立候補に至る経緯についての説明が

ありました。次に平成 27年度町会活動基本方針案、及び会計収支予算案が提案されました。 

その中で、 

①町会有志による一人暮らし、二人暮らし高齢者世帯を支援するサポート隊の設立 

②町会独自の災害台帳用住民票を各世帯に配布し、記入のお願い 

③子育て支援として乳幼児（0〜3歳未満）へ手当支給（1世帯 1年につき 5,000円） 

④委員行動費で健康推進委員の行動費（2名×5,000円）を今年度から計上 

以上 4点について資料提出を交え概略説明がありました。 

質疑応答では、除雪対策基金として計上されている 171万円に対し額が多いのではないかとの

ご指摘がありましたが、町会長から一度除雪を行うとこれでも足りない可能性があること、また 

今年度中には運用方針を検討したい旨説明がありご理解いただきました。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新役員、活動基本方針案、会計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、町会長から概略説明がなされ審議

に移りましたが、これという質問もなく満場一致で承認されました。        

 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 

53 回定期総会は滞りなく終了致しました。代議員制度による初めての総会で多少の不安があり

ましたが、「この会場で良かった」との嬉しいお言葉もありました。改めて代議員の皆さんの活

発なご意見、ご質問に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 
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【総会資料訂正箇所】 

① 1ページ 冒頭の 3行目 「次のとおり」以後 セル結合が抜けておりました。 

「次のとおり成果を上げることが出来ました」 

②11 ﾍﾟｰｼﾞ 平成 26年度町会一般会計収支決算報告書 

支出の部の会議費が備考欄の数字と決算額が違っておりました。 

   誤 14,370    正 14,390  差引増減額  誤▲25,630  正▲25,610 

その結果最後の小計も 

   誤 2,293,302円 正 2,293,322 差引増減額 誤▲449,743円 正▲449,723 

② 12 ﾍﾟｰｼﾞ 支出合計 

決算額 誤 3,308,354 正 3,308,374 差引増減額 誤▲451,111  正▲451,091 

次年度繰越額  決算額 誤 515,206  正 515,186 

④14 ﾍﾟｰｼﾞ 平成 26年度納税奨励金報告書 

支出の部の 2行目、特別会計編入の備考欄（カッコ内） 

      誤（158,550-36,780） 正（155,850-36,780） 

⑤18 ﾍﾟｰｼﾞ 平成 27年度町会一般会計収支予算（案） 

収入の部の前年度繰越金 誤   515,206   正   515,186 

    〃  合計額    誤 3,661,206    正 3,661,186 

  支出の部 委員行動費の予算額が 40,000となっていますが、内訳は健康推進委員の 

2×5000 を追加したため、50,000 になりました。転記間違いのため、40,000 はそのまま

にして予備費で処理します。推進委員の項目は削除し、予備費内訳に移行します。 

予備費の内訳が、防災用物置 120,000、事務機器修理費 100,000、 

健康推進委員行動費 5,000×2 その他 239,286 と変更になります。 

予備費の予算額       誤  469,306     正   469,286 

小          計       誤 2,619,306     正 2,619,286 

⑥19 ﾍﾟｰｼﾞ  合  計         誤 3,661,206   正 3,661,186 

 

※ 総会資料の中で、会計収支報告や会計収支予算（案）の数字が間違っておりました。 

又、住宅配置図も一部記入ミスがありましたので、改めてその部分を印刷し直し、各世帯

へ配布いたしました。ご面倒でも差し替え、宜しくお願いいたします。 

 

2．顔合わせ会、業務引継ぎ式、第１回役員会開催  

1月 25日（月）午後 1：00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 27日（火）午後 8：00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 1日（日）午後 4：00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 3 日（火）午後 8:00 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々、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申し上げます。 
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4．「千坂校下 2015新春の集い」開催される  

1月 23日（金）午後 6:30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 2015年新春の集いが開催され、千坂校下の諸団体関係者 132名が親睦を深めるため参集さ

れました。    

所定の時刻になり、元木町連副会長の司会により開会挨拶が行われました。 

司会者からオープニングでハープ演奏され

る石黒さんの紹介やハープの種類等の説明の

後、3曲が演奏され、心地よいハープの音色が

会場いっぱいに広がりました。 

 次に世話人代表である千坂校下町会連合会

会長西田稔氏が挨拶に立たれ、今年で町連設

立 50周年を迎えることから、シンボルとな

る町連旗を製作し本日ここに掲げたこと、11

月に祝賀会が予定されていること、金沢マラ

ソン応援スポットでの応援協力等のお願い

もありました。 

ご来賓の皆様からご挨拶があり、谷本県知事は「新幹線開業が迫り、おもてなしの心が大切に

なることや、千坂校下には優れた人材が豊富であり、来年の新春の集いを楽しみにしている」と

述べられたほか、山野金沢市長は 11月に金沢マラソンが開催されることになり 14,000人のラン

ナーが地域を駆けるので、沿道での応援をお願いしたい等々について述べられました。 

挨拶が終わり、金沢斫グループ代表、今村照男氏が乾杯の音頭をとられ、出席された政界関係

者の皆さんに「檄」を飛ばされてから、乾杯が執り行われました。 

このあと祝宴に移り、司会者が適宜各テーブルを回られテーブルスピーチを求められました。 

最後に、司会者から中屋千坂公民館長の閉会挨拶の案内があり「乾杯挨拶で今村さんから驚きの

檄が飛ばされたが、それは愛情があればこその言葉であること、132名の皆さんが千坂校下のた

めに一体となって頑張ろうではありませんか･･･」と述べられ、一本締めで締めくくりました。 

 

5．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

が集金に伺います。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日までにお願いいたします。 

  

6．防災台帳用住民票記入のお願いについて 

今回の総会において承認いただきました「防災台帳用住民票」を班長さんからお届けします。 

この票の提出については各々の自由ですが、災害発生時の安否確認と町会業務以外には利用致し

ません。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

回収日は 2月末日とさせていただきます。 
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【各種同好会・サークル活動報告】 
 

2015年荒屋町交友会総会・新年会 が開催されました。 

1月 25日（日）午後 5:00から 2015年荒屋町交友会の総会・新年会が、荒屋会館 3階で開催

されました。20名が出席、まず、松井会長（5班）の挨拶から始まり、山岸会計より平成 26年

度の会務、及び会計報告がありました。また、次期会長に 1班の大平さんを推挙、すべての議案

が全員一致で承認され総会は終了しました。その後宴会に移り、中山町会長の挨拶の後、会員の

谷内律夫さんから 4月の県議会議員選挙へのお願い、来賓の田中展郎市議会議長さんから新年の

挨拶と市議会議員選挙のお願い等があり、当田相談役の乾杯の音頭で宴会がはじまりました。 

田中議長は会員同士と談笑、和気あいあいの中で大いに盛り上がりました。田中氏が退席後、

市議会議員の麦田さんが挨拶のため来館されました。荒屋町交友会は今年度、お助け隊（仮称）

の中心メンバーとして、高齢者、弱者世帯の支援とサポート活動を積極的に取り組むことを全員

で確認、町会行事への参加をこれまで以上に積極的に行い、住民相互の絆づくりに貢献すること

を誓い、午後 8:00散会となりました。 

 

2015年荒屋団地シニアクラブ新年会 が開催されました。 

2月 4日（水）2015年荒屋団地シニアクラブ新年会が、テルメ金沢において開催されました。

午前 10:20、参加者 24名が送迎バスに乗車し会場に向かい、天然温泉入浴を楽しみました。  

正午になり、土居本副会長による開会の挨拶、小谷内会長、中山町会長、中屋顧問の挨拶に続

いて、理事の池田さんが乾杯の音頭をとられ、宴会がはじまりました。 

宴たけなわとなり、参加者によるカラオケが開始されました。最初に町会長の秋田大黒舞の民

謡披露があり、続いて男性、女性がかわるがわる最新の歌を披露、和気あいあいのうちに宴が進

み、最後に全員でお座敷小唄の替え歌の「ボケます小唄」「ボケない小唄」を合唱し、大いにに

ぎわいました。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。盛田副会長の

挨拶と万歳三唱でめでたく閉会となりました。午後 4時には町会に到着。 

こうして今年も荒屋団地シニアクラブの新年会が楽しく終わりました。 

ご近所の皆さんとの「絆」が、より強固なものになったと思います。 

    

      宴会の様子              カラオケで盛り上がりました 

 

【訂正とお詫び】 

 先に配布しました町会組織編成表において、荒屋町交友会会長が松井憲二郎様となっていまし 

たが、正しくは 大平 雄（ﾀｹｼ）様 257-1603です。 訂正の上お詫びいたします。 
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