
 
作成︓2022 年 10 月 2 ⽇（総務︓座間） 

2022 年度⼤丸⾃治会 10 ⽉定例会議事録 
 
⽇時︓2022 年 10 月 2 ⽇ 16:00〜17:30 
場所︓大丸自治会館にて 
招集︓会⻑ 張 照雄 
対象者︓各班⻑、関連団体代表（からたち会、サポート部、⺠⽣兼児童委員、荏田南連合） 計 31 名 
（欠席 3 名︓ライブ 9・10 班、アデニウム、荏田南連合代表） 
 
議題︓ 
１．荏田南連合⾃治会 定例会・総会の報告事項 
1-1．市連依頼・報告事項 
1-1-1. 横浜市中期計画 2022~2025(素案)の公表とパブリックコメントの実施について 

10/14(⾦)までパブリックコメントを⾏っています(自治会内で周知) 
1-1-2. 第４期 横浜市教育振興基本計画(素案)及びパブリックコメントの実施について 

9/30~10/31 までパブリックコメントを実施します。第 4 期計画の概要をお知らせ中、意⾒募集中 
1-1-3. 新型コロナワクチン接種事業について 

オミクロン株対応ワクチンの接種実施にむけて準備を進めている 
2 回接種済み 12 才以上全ての市⺠対象。9/22〜予約開始 

1-1-4. 災害⽤備蓄⾷料の無償配布について 
賞味期限内の備蓄⾷料を区役所にて無償で配布している(回覧周知なし) 

1-1-5. 第 12 次一括法による地方自治法の一部改正について 
地方自治法が一部改正となりました 

1-1-6. 「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について 
従来の集合形式から講習会内容を収録した YouTube 配信となります 
 

1-2．区関係報告・依頼事項 
1-2-1. 共同募⾦運動への協⼒依頼について(神奈川県共同募⾦会横浜市都筑区⽀会) 
 10/1 から全国一⻫に共同募⾦運動が実施されます。募⾦のご協⼒をお願いいたします。(募⾦運動の資材配布あり) 

（１）赤い⽻根共同募⾦、(２)年末たすけあい募⾦ 
→各募⾦について、大丸自治会予算から一括⽀払いという案を提案したい 
→集⾦にかかる工数、会計の集計作業、等々、工数削減メリットがある 
→また、来年度の予算から年会費を据え置きにする代わりに、すべての募⾦を予算化して、別途徴収しないとこにした
い 
⇒2021 年度は約 100,000 円、1 つの募⾦が 150 円とすると、396 世帯、3 種募⾦で約 120,000 円となる 
  世帯あたり 450 円/世帯・年となり 1 か月分くらいになっている。 
⇒今回は結論がでないとは思うが、募⾦の予算化を検討したい(150 円/1 世帯・1 募⾦) 
⇒反対意⾒は多いとおもう。募⾦を予算化する上では全班⻑の賛成が得られれば実施したいと考えている。 
⇒反対意⾒は少なからず出ると思います。あくまで募⾦という性質なので、一括でいきなり実施しても加入世帯からの
反対意⾒は出てくるだろうと考えられる。一括⽀払いは班⻑目線で、仕事量や現⾦の受渡しが減るので、メリットは大
きいと考えている。 

回 覧 



  ⇒自治会全体でやっていくなら、4 月の総会にて加入世帯全体で審議した方が良い案件ではないか︖ 
  ⇒今回は従来通りとして、来年度は総会で住⺠の意⾒を問いたい。 
⇒社会福祉協議会への募⾦はいくらか︖ 
⇒20~25 件くらいある。合計 3 万円︔1000 円~2000 円,3000 円⽀払う世帯もある(⺠⽣委員より) 
 

★過去実績 
 ★赤⼗字募⾦ ★赤い⽻根募⾦ ★年末たすけあい募⾦ 合計 
2021 年度 45,600 円(68 世帯) 28,600 円(40 世帯) 34,100 円(40 世帯) 108,300 円 
2020 年度 42,400 円(60 世帯) 29,800 円(48 世帯) 26,200 円(38 世帯) 98,400 円 
2019 年度 28,200 円(43 世帯) 22,250 円(38 世帯) 19,500 円(32 世帯) 69,950 円 
2018 年度 22,900 円 24,950 円(39 世帯) 28,900 円(37 世帯) 76,750 円 

 
1-2-2. 都筑区体育協会総会報告および会費納入依頼(都筑区体育協会) 
     都筑区体育協会令和 4 年度総会が承認可決されました。 

令和４年度の事業計画と予算、総会議案書を送付し、報告とする 
     令和４年度体育協会会費の納入をお願いします（振込⽤紙あり、農協へ） 
1-2-3. 令和４年度「都筑スポーツ・文化賞」表彰候補者の調査票の提出依頼についうて（地域振興課） 
     都筑区でスポーツ・文化の分野で活躍、功績のあった個人・団体に対して「都筑スポーツ・文化賞」を授与している 
     表彰候補者については荏田南連合より推薦書を準備する 
1-2-4. 令和４年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の推薦依頼について 
     都筑区で交通安全・交通道徳の普及・高揚に功績のあった個人・団体に対して交通安全功労者表彰を実施 
     各連合町内会自治会から候補者の推薦をお願いします 
 
1-3. 配布等依頼、連絡・報告事項 
1-3-1. 令和４年度在宅要介護者訪問⻭科検診事業について(健康福祉局高齢在宅⽀援課) 【回覧】 
     市内在住 75 歳以上、原則要介護３以上の方で、 

現在、医療保険や介護保険において⻭科治療を受けていない方が対象 
1-3-2. 令和４年度「高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」について（福祉保健課）【回覧】 
     65 歳以上を対象に予防接種事業が 10/1~12/31 まで実施されます(\2,300)。チラシ回覧をお願いします 
1-3-3. 第２８回都筑区⺠まつりのポスター掲示依頼について【ポスター掲示】 
     11/3(木・祝)で区⺠まつりが開催されます。ポスター掲示のご協⼒をお願いします 
1-3-4. 都筑区区⺠文化センター(仮称)機運醸成イベント 

シュトゥットガルト室内管弦楽団によるコンサート開催について（区政推進課）【ポスター掲示】 
1-3-5. 令和４年度 都筑野菜朝市開催について（下半期）（区政推進課）【ポスター掲示】 
     第２・４火曜⽇および第４土曜⽇ 9:30~都筑区総合庁舎で開催している 

都筑区野菜朝市のポスター掲示をお願いいたします 
1-3-6. 市営バスの路線再編と実証実験開始について 
     令和５年度１月４⽇より区南部において減便等を含めて路線再編の実証実験を⾏う 
     ふれあいの丘〜中⼭が検討される予定 
1-3-7. 令和４年度⾸都圏放置自転⾞・バイククリーンキャンペーンについて 
     10/1~10/31 で自転⾞・バイククリーンキャンペーンを実施する。ナマーアップにご協⼒ください 
 



1-3-8. 令和４年度防犯のための研修会・⻘⾊回転灯自主防犯パトロール講習会・⻘パト出陣式の中止について 
     10/16（⽇）予定が、都合により中止 
 
1-4．荏田南連合⾃治会 
1-4-1. 夏祭りの会計報告について 
     当⽇の回覧のみで、配布資料はなし 
 
1-4-2. 楽しくウォーキングイベントについて（別紙に詳細あり） 
     10/15(土) 予備 16(⽇)に連合ウォーキングイベントがあります。 

自治会からのお手伝いの方は担当の公園へ直接お越しください 
     大丸自治会からお手伝い 2 名、9:55 やまぶき公園集合。ゲームはけん玉 
     ⇒イベント担当︓和田さん、吉井さんの 2 名でお手伝いへ参加予定 
 
1-4-3. 区⺠まつり 
     11/3(祝) 今年度は飲⾷ありで開催。荏田南連合は“うどん屋”を出します 
     センター南の東急とタリーズの間で 10~14 時予定 
 
1-4-4. 「そなえちゃんカード」新規登録・更新作業のお願い（別紙に詳細あり） 
     STEP1︓会⻑と⺠⽣・児童委員で新規登録者と更新者の対象者を確認する 
     STEP2︓新規登録者には必要書類を渡す 
     STEP3︓11/5(土)に照合作業に持参する 
     STEP4︓新規登録者には控えと安心情報キットを、後⽇お届けする 
     そなえちゃんカード照合⽇程・・・11/5(土)かしの木台ハイツ集会所 大丸は 14:00~ 
     ⇒全⼾配布の回覧資料があります。 

各家庭から班⻑さん経由で「そなえちゃんカード申し込み」⽤紙を⺠⽣委員へ提出する。 
その後の処理は⺠⽣委員・会⻑で担当する 

     ⇒各班⻑は 11/6(⽇)の自治会定例会に回収した「申し込み書」を持参し、⺠⽣委員へお渡しする 
⇒⼾建で非加入世帯は各班⻑さんより全⼾配布頂きたい。 

      
1-4-5. 連合自治会防火拠点訓練 
     11/20(⽇)に独自で⾏なわれる各自治会において防災訓練時に「そなえちゃんカード」登録者の安否確認、 

避難誘導を組み込む。詳細は別途連絡する。 
 
２．⼤丸⾃治会 関連 
2-1．自治会加入／退会の確認 (張会⻑) 
   →9 月末時点の会員数（世帯数︓396→395、賛助会員数︓21 年度は 10→22 年度が 6） 
     *8 月度からの変更あり(8 月彩人 2 より 1 世帯転居、5 班に 2 世帯加入:9 月度分より会費発⽣) 
    定例会において、各班の加入／退会状況を確認する。 
 
2-2. 防犯パトロールとからたち公園の掃除について（張会⻑） 
   →⽇時と担当を確認する 
      防犯パト︓10/5(水)、12、19、26、11/2  20:00 カラタチ公園出発 
    からたち公園掃除︓10/8(土)9:00~10:00、11/12(土)9:00~10:00(倉庫建て替えも予定) 



2-3. 助成⾦の申請について（張会⻑） 
   →防災組織活動補助⾦は 9/30 に区役所へ申請済みです 
    ⇒本来は防災マニュアルや防災マップ活動費になるが、物品購入でも OK とのことなので 
  →6 万円くらいの補助⾦になります。前年度実績としては、⾷料・乾電池、資材の購入に充てられている 
    ⇒倉庫点検の際に必要品を購入したい 
 
2-4. 都筑区公園愛護会について 
   →7/25 に都筑区公園愛護会より 20,000 円の振込みがあった。 
   →からたち公園清掃補助⾦として配布されている 
    (補⾜情報︓近隣住⺠で組織されている公園愛護会に拠出される。大丸地区では「からたち公園愛護会」が市に登
録されている) 
   ⇒NEW︓その後の三宅さん情報より、「からたち公園愛護会」の役割りが「大丸こども会」へ引き継がれ、 

さらに「大丸自治会」へ引き継がれたことがわかった。大丸自治会の環境委員が設定されていることから、 
大丸自治会の環境委員へ権限が譲渡しているものと考えられる。 
よって、環境委員(髙桑さん)のほうで、公園清掃⽤具などの置換え、消耗品購入として充ててもらって良いと思います。 
なお、髙桑さんはその辺の経緯詳細は引き継いでおらず、会館のキャビネットに引き継ぎ資料があるのではないか。 
とのこと。 

 
2-5. ⺠⽣委員の継続更新について（張会⻑） 
   →三宅さん、小泉さんに⺠⽣委員の継続をご快諾頂いた 
   →必要書類を提出済み 
   ⇒12 月 1 ⽇に就任式があって、10 月中旬頃に資料が送付されてくる予定 
 
2-6. 大丸自治会の PC、WEB 環境について (広報 WEB 内田、田⼭) 
   →大丸自治会備品のノート PC・WEB 環境について 
   →WiFi 契約にあたり、法人名義での契約ができないことが判明した。 
     個人契約でいくか、契約不要のプリペイド SIM などを利⽤するか再考中。別途詳細資料あり 
   ⇒１，プリペイド式 SIM カード＋WiFi ルーターの購入 
    ２，容量制限付き WiFi ルーター 
    この 2 案で再検討中である。 
   ⇒会計処理もあるので、年 1 回の購入が良さそう 
   ⇒１案の場合、WiFi ルーターは買い取りか︖⇒そうだ 
   ⇒１案の 1 年タイプの SIM カード＋WiFi ルーター購入で進める 
 
   ⇒大丸自治会 HP について 
    ・HP から議事録を⾒る・編集するには、班⻑専⽤ボタン【******+年度数字】を入れて「班⻑専⽤ HP」に入れ、 

再度 PW が求められ、【******+年度数字】(最初と同じ)を入⼒すると、閲覧が可能となっており、 
⼆重管理のようになっている。これは修正していく。 

    ・PW の周知方法、ポリシールールについて 
     PW の周知方法︓今後会員が閲覧する際に PW は回覧でよいのか︖個別に封筒で配布するか︖ 
     PW 更新ルール︓年一回、数字部分を変えているが、3 か月毎や、予測できないような PW にするなど、 

セキュリティを考えないといけない。 
   ⇒セキュリティ面から PW 設定は予測できないような設定が望ましい。 



2-7. 大丸自治会 HP の運営・維持の委託にについて（張会⻑） 
   →外部の専門家(大丸自治会所属の河村さん︓KAWAMURA GENERAL STORE)に 

9 月の委託費 5000 円を⽀払い済 
   →今後は半年単位で業務委託費⽤を⽀払う予定 
   ⇒今後、大丸自治会の【公式 LINE】を⽴ち上げたい 
     Line でお友達登録していれば、各種案内をリアルタイムに送付することができる 

また、定例会議事録や紙ベースでの回覧部数を削減、印刷代・紙代の費⽤削減、総務・広報・各班⻑の 
工数削減に繋がる 

   ⇒回覧を全部なくすことはできないと思うので、閲覧のみの資料や、 
各種イベントの開催連絡(雨天時など)の利⽤を想定している 
全⼾配布する資料は LINE では無理だと思うので、従来の配布も残す。その代わり頻度は月 1 回としたい。 

   ⇒この LINE は 1 年任期にするのか︖ 
   ⇒班⻑ LINE ではなく、大丸自治会会員全体の公式 LINE としたい。(友達追加で情報を一方的に送るイメージ) 
   ⇒河村さん(大丸自治会班⻑)経由で、配布資料やお知らせ事項を LINE で流してもらうようなイメージ 
   ⇒公式 LINE を⽤意しても、全世帯参加するかわからない。すると、配布物は根本的的には無くならないのでは。 
   ⇒配布物はなくせない。その代わり月に 2~3 回あった回覧作業を月に 1 回に削減する。 

LINE ではタイムリーに配布資料を周知することができる。例えば開催時期が近いときには今の方法よりメリットがある。 
   ⇒公式 LINE を⽤意する方向で自治会の承認が得られた 
 
2-8. 大丸自治会の防災⽤品在庫について（防犯・防災 上村、梅木） 
   →消費期限の近い下記備蓄品を配布します 
   ⇒（定例会外）防災訓練時に配布も検討したい 

＊＊＊＊＊＊    
⇒マキロン S(4 本)、湿布 96 枚、白飯(マジックライス)60 ⾷ :期限近い 

 
2-9. 『敬⽼のお祝い会』についてのお知らせ の配布について（福利厚⽣ 荒井） 

→お祝いの品を各班⻑さんより配布頂きました。有難うございました。 
⇒⽀払い 83,810 円の会計報告がありました。 

 
2-10. 「もちつき大会」のイベントについて（イベント代表 和田さん） 
   →イベント部で「抽選会」を⽴案。別紙にて詳細説明があった 
   ⇒全員参加頂けるのか、レンタル機材の⽤意、天候によるリスクなど加味して「ゲームイベント付・抽選会」を⽴案した 
   ⇒⽇程︓12/11(⽇) AM、PM の⼆部制 ＠大丸自治会会館 を予定 
    概要(案)︓事前にイベント参加票(チケット)を配布し、当⽇チケットを持参してもらう 
       ・ボーリング、ストラックアウト、パターゴルフの 3 種類の内ひとつを選んで参加してもらい、参加賞・景品を出す 
      ・抽選券を配布し、くじ引きにて景品を出す 
   ⇒このご時世、イベントを開催することに意義があると思います。また、子供達に是非参加して頂きたい。 
    ⇒やるのは大賛成です 
    ⇒イベント部でも確実に参加できるイベントということで、考えている。 

⇒開催費⽤として 20 万くらいの予算を予定している。大丈夫か︖ 
   ⇒大丈夫そうだ。これまでレク予算(夕涼み会+餅つき大会)で 50 万を計上している。 
   ⇒子供が喜ぶような商品や、大丸地域の商品券を検討して頂きたい。 
   ⇒全国的に「おもちゃ交換会」が流⾏っている。メインではなく、サイド企画でコラボ開催するイメージ。子供がとにかく集る 



   ⇒近隣のご家庭から騒音の苦情がでないようにしたい。 
   ⇒晴れならカラタチ公園で開催するのはどうでしょうか︖ 
    ⇒カラタチ公園は事前に使⽤許可をとる必要がある 

そんなに音が出るという訳でもなく、寒い時期なので会館開催で良いと考えている 
   ⇒餅つきとか、何⼗年も続けていくイベントは人々の反応が薄くなっている。 

地域大学校の講習で「ピザ釜イベント」の紹介があった。 
ピザ釜をレンタルして、各家庭で作ってきたピザを焼いて⾷べるイベント。盛り上がっているらしい。 

   ⇒兄弟で参加した場合、ゲームができないと 
   ⇒(サポート部より)これまでのイベントでお菓子の輪投げイベントを⽤意していた。 

1 回＊＊円で誰でも参加できるようなイベントを⽤意したことがある。するとお友達でも気軽に参加することができる。 
アイデアのひとつなので、イベント部にご検討頂きたい。 

   ⇒(サポート部)商品券は例えばソナムさんのお⾷事券などを過去実施したことがある。あとは寄付品を募るとか。 
   ⇒実施する方向で自治会の合意がとれました。 

子供は全員参加できるようにイベント部で詳細含めていろいろ検討してみます。 
 
2-11. からたち公園の倉庫について (張会⻑) 
   →⽼朽化(約 20 年前)でネズミが巣くってしまった 
   →現在の倉庫の撤去および一体型の倉庫の新設の⾒積もりを取得 

現在倉庫撤去費⽤︓5 万円 
新規倉庫設置費⽤︓40 万円 

   →やはり、備品倉庫の建て替えと全備品の点検整備が必要な時期と考える 
   →大丸自治会の決裁を受けたい 
   →承認された場合、カラタチ公園清掃の⽇(11/12 土曜)に合わせて、備品類の総点検 

(破棄する物は業者へ持って⾏ってもらう) 
   ⇒⾦額が高いので、⾒積り書の内訳を周知して欲しいと会員から意⾒が出ている。 
   ⇒承知致しました。今回の定例議事録に⾒積り書を添付して回覧します（別紙にて添付） 
   ⇒大丸自治会で承認が得られました。11/12 の工事予定で手配を進めます。 
 
2-12. 大丸子供会について (張会⻑) (再掲) 
   →大丸自治会より子供会⽤予算 15 万円のうち 5 万円を⽀払い予定  

・大丸子供会への入会者については、連合直轄の子供会で一時預かることとなった 
・大丸で 20 人以上の参加者がいれば、大丸子供会の復活の活動を始める 

   →5 班の新規転入 2 世帯が加入意向を示している。連合からはまだ０との報告(大丸自治会) 
   ⇒他自治会の状況はどうか︖ 
   ⇒他自治会状況は聞いていません 
   ⇒20 人と目標を置いているが、ハードルが高い様子なので 10 人(10 世帯)を目標にしたい。 
 
2-13. からたち会について（張会⻑） 
    →9/4 に規約と補助⾦について、からたち会会⻑と打合せ 
    →規約の変更について確認する(9 月度) 

→自治会からの補助⾦を 1000 円/人＋5 万円としたい(9 月度) 
    ⇒からたち会の方で、大丸自治会の提案をご了承いただいた。 

来年度より自治会からの補助⾦を 1000 円/人＋5 万円へと変更する。 



＊＊＊前回議事録より＊＊＊ 
    ⇒これまでは一律で 15 万の補助⾦であった。 

過去経緯としては、自治会会費が 500 円/世帯、かつ、からたち会員数が 50 名超えであった 
今後は、人数に応じた活動費を補助する方式へと変更したいとからたち会会⻑と相談し、 
からたち会の役員会で内容を検討頂くこととなったた（張会⻑） 
ちなみに、荏田南連合へ⽀払う⾦額も世帯数で変動している 

⇒補助⾦はからたち会へ 5 万円+大丸自治会会員 1 人につき 1000 円を⽀給するように来年度から変更予定 
例）2022 年度は 36 名(自治会加入人数)であるため、5 万+1000 円×36 人=86,000 円になる。 

  ⇒子供会へも適応できると考えており、復活したら同じ補助⾦額としたい（張会⻑） 
  ⇒大丸自治会としては「からたち会への加入は、自治会非加入でも良い」というスタンスか︖（からたち会） 
  ⇒大丸自治会非会員のからたち会への加入は大丸自治会としては認めます。 

補助⾦は大丸自治会会員 1 人につき 1000 円の⽀給としたい（張会⻑） 
  ⇒昨年度のからたち会会費 2200 円/人は非自治会員か︖ 
  ⇒そうだ（からたち会） 
 

2-14. 国勢調査依頼について（張会⻑）（再掲） 
⇒ライブ 1 班、ライブ 2 班が 9 月下旬〜の国勢調査の対象です 

調査員が調査票を配布しますので、協⼒よろしくお願いします 
 
2-15. 地域づくり大学校について（張会⻑）(再掲) 
   ⇒都筑区役所が主催する「地域づくり大学校」に、川村さんと会⻑の 2 名で参加した 
 
2-16. ゆうちょ銀⾏より「預貯⾦者情報の整備」への協⼒いらいについて（館会計） 
   →回答にあたり、総会の議事録、活動内容、役員の名簿(名前のみ)等の情報を送付が必要になります 
    本定例会で上記を決裁頂き、必要書類の提出を⾏います 
   ⇒自治会館でゆうちょ銀⾏へと登録している。預⾦保険法で預⾦者情報の整備が義務付けられている。 
   ⇒自治会にて、各班⻑さんの苗字のみ開示されることをご了承頂いた。上記資料を送付する。 
 
2-17. 区のアドバイザー派遣について（張会⻑） 
   ●6/17(⾦) 第１回 オンライン事前打ち合わせ (張会⻑、座間総務)  
   ●7/24(⽇) 第 2 回 Zoom オンライン打合せ (5 役、⺠⽣委員 2 名)   
    →次回は大丸自治会内で内容を揉んでから水津先⽣へ相談 
    →進捗なし 
 
2-18. 今期大丸自治会の残りの課題整理・明確化 (張会⻑) 
   １）来年度予算からカラタチ会の交付⾦について会員減少による会費減額の⾒直し(2-13.参照) 
   ２）カラタチ公園の備品倉庫の買替えと防災・祭り備品の点検整備(2-11.参照) 
   ３）会館のネット環境構築と新しい PC を整備(2-6.参照) 
   ４）HP 以外に大丸の公式 LINE を⽴上げて、班⻑の回覧配布作業を半分に減らしたい(2-7.参照) 
   ５）来年度会費を据え置きの代わりに、各種募⾦はすべて予算化し、別途徴収作業をやめる(1-2-1.参照) 
        ⇒近隣自治会は半数くらいが、予算化して自治会一括で⽀払っていることがわかった 
      ⇒各種募⾦の予算化については、総会での決議事項とする 
      ⇒会費について下げたい意⾒は︖ →今回参加班⻑で 3 名減額希望︓200~300 円 



        ⇒継続して意⾒交換したい 
   ６）子供会を復活させたい(2-12.参照) 
   ７）大丸自治会のオリジナルイベントを年内一回開催したい(夕涼み会・餅つき大会の代替) 
   ８）今期の班⻑の懇親会/忘年会を実施したい 
   ９）会員交流のために会館で定期的にオープンカフェや料理教室などを外部の団体と連携して実施したい 
 
2-19. 広報名簿について（広報 澤出） 
   ⇒半年くらい広報を運営して、課題が⾒えてきた。 

広報名簿(エクセル)は手打ち箇所があって計算式が入っていない、全⼾配布の配布部数の記載がなかったりする 
未加入世帯の班⻑配布分と⺠⽣委員配布分の仕分けがない。など 

⇒広報名簿のブラッシュアップ版を作成した。⺠⽣委員、5 役に非加入世帯数、自治会会員数を確認頂きたい 
   ⇒⺠⽣委員では⼾建詳細まで把握していないが、3 班 4 班地区のマンション一部は班⻑さんにカバー頂いている認識 
     上記を除いて、非加入世帯は 350 世帯を⾒積もっている 
     ほほえみ︓市の広報誌扱いにて⺠⽣委員で配布している 
   ⇒ほほえみ、フラミンゴについての情報が不⾜しているので各班⻑さんで部数を確認いただきたい 
   ⇒ローソンさんの裏側に新規住宅が建っているので、こちらへの自治体加入のお願いを実施頂きたい。 
     賃貸か分譲マンションかはわからない。市と自治会で一括加入頂けないかご相談頂きたい 
     ⺠⽣委員 2 人では配布準備やポスティング作業がきつくなってくる 
   ⇒⺠⽣委員の非加入世帯への広報誌ポスティング作業については、完全に任意で実施している 
   ⇒今後、⺠⽣委員の担当交代になった際に、この活動が継続されるかわからないということも課題です 
   ⇒区からの配布物については補助⾦が入っている認識で良いか︖ 
   ⇒そうだ。大丸自治会へ振り込まれている 
 
2-20．出席・欠席者の確認（総務 座間） 

→欠席の班⻑さんへ、近隣の班⻑さんから本⽇資料の配布をお願いいたしました 
 
【次回⽇程】 

11 月 6 ⽇（⽇）1６時より 大丸自治会館 
 
以上 
 


