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本牧一丁目東町会 

総会次第               

                      

1、 開 会 の 辞             

1、 議 長 選 出             

1、 議事録作成人指名             

 

        議案審議          

第 1号議案 平成 26年度活動報告 

第 2号議案 平成 26年度収支決算報告 

第 3号議案 平成 26年度決算監査報告 

                               1・2・3号議案承認の件 

第 4号議案 平成 27年度活動計画 

第 5号議案 平成 27年度収支予算計画  

         4・5号議案承認の件           

                         

1、 その他質疑応答 

1、 議長退席  

1、 平成 27年度役員紹介 

1、 閉 会 の 辞             

 

 

 

添付資料 

（1） 平成 27年度町会主要会議・行事日程表 

（2） 本牧 1 丁目東町会規約 

（3） 組長名簿 

（4） 役員名簿 

（5） 町会マップ 

（6） 届出用紙（入会、脱退、訃報） 

 

 

平成 27 年 5 月 8 日総会資料    
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第１号議案 平成 26年度活動報告 

平成 26年度町会活動の 1年のあゆみ 

1. 各種イベントの実施  

   餅つき会、盆踊りでは参加者への花の小鉢プレゼントや抽選会が恒例となり、組長さんによる町

会員への声かけなどにより昨年に続きおおいに盛り上がった。天候にも恵まれ餅つき会には 227

名、盆踊りには延べ 550 名超の参加があった。第 4 南部連合町内会の運動会は事前に作戦を練っ

たにも拘わらず一転ブービーに甘んじる結果となり課題を残した。秋のバス旅行はぶどう狩りと

河口湖温泉で楽しい 1日を過ごし友好を深めた。町内懇親ゴルフ会を秋と春の２回開催した。 

2. 安全・安心のまちづくり 

  （1）防災マップ上に示された町内消火器ボックス 26 基について毎月の防犯パトロール時に点検を

行なった。有効期限の来た消火器 10台を交換した。９月には中消防署の協力を得て AEDの講習会

を行い参加者３９名全員が実習を受けた。大変有意義な取り組みであったと思う。   

（2）防犯活動 毎月第 3木曜日の防犯パトロールを確実に実施し、１２月の歳末警戒には 3日で延

べ 152 名の町会員が参加する一大イベントとなった。今年は子供の参加が増えて昨年を１８名上

回った。横浜市の協力で東電柱と NTT 柱に設置されているすべての防犯灯２７基のＬＥＤ化が完

了した。 

  （3）交通安全 毎月１日と 15 日（土日祝日除く）に学童通学路の交通安全指導・立会いを交通部

員４名とボランティアさんで行っている。また大鳥小の「スクールゾーン協議会」に参加し大鳥

小学校のＰＴＡとの共同作業を円滑に行う。特に春秋の交通安全週間期間中は学童通学路の見守

り・交通指導立会いを行った。 

3. 快適な町づくり 

  （1）町を花で飾る活動を今期も継続している。設置プランターの数は 87 基となり年間 3 回の花の

入れ替えを環境部主導で行った。本牧通りを花で飾る運動は大変喜ばれている。 

  （2）みんなの畑 今年度で 8年目を迎えるみんなの畑は毎日曜日午前 10時から 12時までを活動時

間として本年度延べ 280 名の参加を得て野菜の植え付けを重点におき年間 2 回の収穫祭で本格的

な野菜を楽しんだ。収穫祭のあとの本牧通りの清掃作業には延べ 60名が参加した。  

（3）ごみネットの設置 町内 31 か所に設置された。ルール違反のごみ出しを防ぐために早朝啓発

活動をのべ 5回にわたり実施しているが未だに問題が多い。 

  （4）資源リサイクル 町会員協力もあって毎月第 1、第 3 水曜日に資源ごみを回収してきた。毎月

のリサイクルで還元される費用を毎月掲示板に掲載し認識を高めてもらう様にした結果年間合計

で 198,105円の収入が得られた。 

4. 福利厚生事業 

  （1）平成 26 年度事業として新たに小学生ならびに中学生の新入学生に対して町会からお祝いを渡

すこととした。平成 27年 4月入学の小学生 7名、中学生 12名の合計 19名に対して会長と厚生部

長で訪問しお祝いした。 

  （2）成人の日（平成 26年 1月 12日）のお祝いを新成人 4名に贈呈した。厚生部長が訪問の上で手

渡した。 

  （3）敬老の日（9/15）のお祝いとして恒例の銘茶を 181名のお年寄りに贈った。当日は雨の中厚生

部、役員が手分けして高齢者の状況把握も兼ねて一軒一軒のお宅を訪問し、会話する事も出来有

意義であった。昨年に較べて 20名程対象者が減った。 

  （4）保健推進活動 本年度当町内から若手 3名の保健推進委員選出し第４南部福祉保健部会に於い

て健康体操、体力測定などの活動を行った。 

（5）民生委員・児童委員として昨年度に選出された 2名の委員にて引き続き独自の活動を行う。 

（6）老人会への支援 あづま会は中区老人会連合会の傘下で独立した組織として活動している。本

年度からあづま会の会長に交通部長の寺田幹夫さんが兼務で就任し、新体制になった。前会長の

高梨昭彦さん本当に御苦労さまでした。 

5. 行政・上部団体との連携 

  （1）広報紙ならびに公的情報の配布 掲示 回覧を横浜市からの委託をうけて広報部がおこなって

いる。回覧の中身を吟味して纏めて配布のものと訃報など緊急を要するものとの選別をして配る
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人、閲覧する人の効率化をはかった。また公共性を名乗る通販などの宣伝資料は極力排除した。

なお、掲示板が老朽化したので 6か所全部の修繕を行った。 

  （2）第 4地区南部連合町内会主催の研修会、防災訓練、に参加した。 

  （3）大鳥小学校、本牧中学校との交流 当町会と最も密接な関係にある地域団体である２校の行事

に役員を派遣し積極的に参加（卒業式、入学式、運動会など）。また校外活動を担う校外さんと

の交流会を通じて就学児童を抱え、仕事と家事で最も多忙な年代層の意見を聞く機会を設けた。 

  （4）元気づくり協議会商店街活性化部会主催のハロウィーンフェスティバルに参加、当町会からも

多数の協賛店の参加があり、一大イベントに発展してきた。 

  （5）選挙管理委員会の委託を受けて衆院選挙の投票立会人 2名を派遣した。 

  （6）国の基本的な統計調査「平成 26 年度経済センサス基礎調査」の依頼を受け町内 115 か所の事

業所や企業の活動状態の調査を行った。 

6. 町会運営の組織と体制 

  （1）役員会 町会運営に関する最高決議機関として毎月第１金曜日の 19；00～21：00 までスタッ

フを含めて 15名のメンバーが集まり情報の伝達、運営について定例会議を行った。決定事項は議

事録にまとめ、レビューを行い徹底を図るようにした。その他祭礼準備と総会準備のために２回

の臨時役員会を行った。 

  （2）組長会 町会活動の最小単位であり 35 組から構成される。年間４回の組長会と年１回の総会

を開催した。毎年組長さんが交代（二年に一回原則）の組が出るので 4 月の組長会で紹介してい

る。４月は町会費と日赤・共同募金会寄付の徴収、７月は祭礼準備、10 月運動会準備 1 月餅つ

き会準備が主な内容であった。組長は原則防犯防災部の活動メンバーとして位置づけて、防災活

動への注力をいただいた。日常では回覧板の回覧、訃報連絡、新加入申し込み、脱退連絡など組

の連絡役として町会運営の重要な役割をはたして頂いた。 

  （3）婦人部 自らの事業活動の他に各部が企画・実行する事業のすべてに関係し、縁の下の力とし

ての重要な役割を果たしてきた。 

7. 本牧神社祭礼 

（1）平成 26 年度は本牧神社のお馬流しの祭事に参加しました。また本祭りの年に当り祭礼委員会

が中心となってお馬流し、パレードへの参加、神輿渡行など盛大に行った。また横浜銀行本牧支

店の駐車場をお借りして盆踊りを 3 日間にわたり開催し 550 名を超える参加者で賑わった。町会

の皆様には多大のご寄付・寄進をいただきました。祭礼寄付金の総額は 1,327,000 円に上った。

町会の皆様には厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

8. 情報電子化の推進 

  （1）ホームページ委員会の活動も 2年を経過しホームページの作成体制も整ってきた。コンテンツ

の充実をめざして取材担当を 2名、HP作成担当 2名の体制で取り組んだ。訪問者数 2441名、ヒッ

ト数 7313回、3.0回/人の結果となった。記事の本数も 50本と週 1回ペースで更新された。 

  （2）情報伝達の迅速化と双方向コミュニケーションをめざし、一般町会員への電子メール一斉配信

システムについてはメールアドレス登録人員が累計 61名と予定を下回り課題を残した。 

 

総務部活動報告   部長 庄司 喬      

1 年次総会の開催  町会事業の実績、計画、決算，収支予算案を審議  50名参加 

                    総会資料の作成配布、総会準備、総会議事録作成 

2 役員会の開催    定例役員会を毎月第 1金曜日、臨時役員会を含め年間合計 14回開催  

役員会開催通知、役員会資料の作成配布、役員会議事録の作成  

3 組長会の開催    定例組長会を年間 4回開催（町会費徴収、祭礼準備、運動会準備、餅つき準備） 

4 町会員の管理   加入 20世帯、脱退 18世帯、訃報の受付 3件（藤田、西堀、伊藤） 

組長会配布資料の作成配布 組長会議事録の作成 

 

会員状況（27年 3月 31日現在） 組数３５組  会員数 587世帯   

5 組長さんへのお礼 1年間の町会への協力、責務に謝し 35名の組長さんにお礼状、商品券（2,000円）

を３月に贈呈      
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広報部活動報告   部長 深澤とき子     

1 町会所有掲示板（６ヶ所）への掲示        

・警察署、消防署、保健所、学校、その他、国、県、市、地方公共団体  

その他の団体の広報の掲示       

   ・町会、連合町内会行事の案内、町会員の訃報掲示  

         ・平成 26年度予算で掲示板６基の修理を行なった。    

2 組長への配布(月平均４，５回５人で手分け作業)     

   ・国、県市行政、その他団体の広報紙等を各組へ配布、回覧  

   ・総会、組長会の開催の案内、町会、連合町内会行事の案内  

   ・各組への資料配布、回覧物の回覧依頼     

  

交通部活動報告   部長 寺田幹夫      

1 毎月（土日を除く）１日、１５日 学童通学路 交通安全立合い                (4名)     

2 交通安全春季合同役員会議 （3/18） 於山手警察署           （1名） 

3 春の全国交通安全運動（4/6～4/15）  学童通学路、交通安全指導立会い     （４名）   

4 山手交通安全協会，秋季合同役員会議（9/12）            （1名） 

5 秋の全国交通安全運動（9/21～9/30）  学童通学路、交通安全指導立会い      （7名） 

6（県）特別交通安全運動（11/10～12/26）大鳥小入口（本牧通り）交差点 見守り活動（8名） 

 

厚生部活動報告   部長 伊藤功   

1 敬老の日祝い品贈呈（9/14）      181名の方々を訪問し銘茶を贈呈した 

2 町内親睦ゴルフ会 （9/30）      大多喜カントリークラブにて開催参加者 24名 

3 第４地区南部連合運動会（10/19         大鳥小グラウンドにて開催 参加者 120名 

4 成人の日祝い記念品贈呈（1/13）    贈呈者 4名 

5 新春餅つき会（1/25）         横浜銀行駐車場にて開催参加者 227名 

6 町内親睦ゴルフ会（2/22）       市原ゴルフクラブで開催 参加者 17名 

7 入学祝い贈呈             小学生 7名 中学生 12名 合計 19名 

 

防災防犯部活動報告   部長 細野 仁  

日時     活動内容  参加人数  会場   備考        

4 月 17日 防犯パトロール   2名   本牧ﾎｰﾙ   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

5 月 13日 家庭防災委委員会  2名   開港記念会館  指導者研修 

5 月 14日 防災防犯会議   4名   細野植産   年次計画 

5 月 15日 防犯パトロール   3名   町会倉庫   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

6 月 19日     防犯パトロール   6名   町会倉庫   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

6 月 19日   防災防犯役員会議  7名   パーフェクト  第 1回防犯説明会 

6 月 22日   防犯灯点検修理   1名          京美電機依頼 

7 月 17日     防犯パトロール   7名    町会倉庫   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

7 月 31日 防災防犯役員会議  4名   木の子   祭り警備 

8 月 21日 防犯パトロール   6名   町会倉庫    地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

8 月 21日 防災防犯役員会議  6名   パーフェクト  防災訓練について 

8 月 23日 防犯灯点検修理   1名        京美電機依頼 

9 月 6日 防災講演会資料作成 2名   細野植産   防災講演会の件 

9 月 15日 防災講演会準備   3名  ダイソーノジマ 防災講演会の件 

9 月 28日 防災講演会   39名  中本牧コミュニティ  AED講習会 

10 月 8日 防犯灯点検修理   1名          京美電機依頼 

10 月 16日 防犯パトロール   6名   町会倉庫   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

10 月 16日 防災防犯役員会議  10名  パーフェクト   歳末警戒準備 

11 月 20日 防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ   2名           大雨の為途中中止 
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12 月 2日 防災防犯役員会議  10名  パーフェクト   歳末警戒準備 

12 月 8日 歳末警戒回覧   2名          資料作成回覧 

12 月 16日 婦人部合同会議   21名          歳末警戒準備 

12 月 25日 歳末警戒最終チェック 3名  D2       歳末警戒準備買い物 

12 月 26日 婦人部合同買い物  3名         歳末警戒準備買い物 

12 月 26日～28日 歳末警戒   152名 川田邸駐車場   

1 月 15日 防犯パトロール   3名   町会倉庫   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

2 月 12日 防犯パトロール   8名   町会倉庫   地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 

2 月 12日  防災防犯役員会議  8名   パーフェクト   

2 月 15日     消火器点検     7名   

3 月 2日   消火器購入・廃棄処分   1名        藤防災 

3 月 30日 消火器・防災備品・薬品購   2名  ホームズ 

 

青少年指導員・スポーツ推進委員活動報告      高木晃 

4 月 11日     横浜市青少年指導委員委嘱式           青指 

5 月９日      少年少女部会打ち合わせ             スポ推 

5 月 17日     世界トライアスロン横浜大会          スポ推 

5 月 18日     ふれあいウォークコース試走          青指、スポ推 

5 月 25日     中区文明開化ウォークラリー          青指、スポ推 

5 月 31日     ふれあいウォークコース準備          青指、スポ推 

6 月１日      第四南部地区ふれあいウォークラリー       青指、スポ推 

7 月 19日     全市一斉パトロール              青指、スポ推 

7 月 20日     中区小学生ドッチボール大会（ナカスポ）    スポ推 

7 月 27日     山下会子供フェスタ（山下公園）        青指 

8 月 20-26日    ラジオ体操                  青指、スポ推 

9 月 28日     横浜シーサイドトライアスロン大会       スポ推 

10 月 4,11,17,18日 第四南部運動会準備              青指、スポ推 

10 月 19日     第四南部運動会                 青指、スポ推 

10 月 25日     中本牧コミュニティー、ハロウィン手伝い    青指、スポ推 

10 月 30日     中区ペップトーク研修会            青指、スポ推 

11 月 16日     横浜国際女子マラソン             スポ推 

11 月 28日     中区役所･大鳥小・本牧中懇親忘年会        青指、スポ推 

1 月 18日     横浜市スポーツ推進委員大会           スポ推 

2 月 14日     中区つこワールドフェスティバル（本牧小）   青指 

3 月 7-8日     青体指合同研修会                青指、スポ推 

3 月 15日     横浜マラソン                 スポ推 

3 月 21日     横浜市青少年指導委員大会            青指 

 

*毎月第 4火曜日 青指、スポ推進定例会 

            

環境部活動報告   部長 吉川正洋     

1      リサイクル品の回収   毎月第１、第３土曜日,及びバス通り両側のみ第２、第４金曜日  

        午前９時まで雨天決行。町会員全員の協力と理解が進み、成果が 

出ている。 

2     資源回収成果の表示  毎月１回掲示板にリサイクル品の回収金額を掲示し意識を高めた。 

年間回収金額は 198,105円 に達した。 

3      早朝啓発活動実施   ゴミの分別状態を見て指導した。9月から 11月（延べ 25名参加） 

4     折りたたみネットのゴミ入れ及び網ネットの設置は累計で 31基に達した。内訳は折りたたみネ

ット 21基、網ネット 10基 

6      本牧通りを花で飾る運動 累計でバス停花壇（2 基）プランター87 基まで増え維持管理は環境

部全員で年間３回（5月,6月,10月）行った。 
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7      本牧通りの清掃作業  イチョウの木のまわりと歩道 2回 延べ 60名参加して行った。 

8      本牧通りの放置自転車の撤去  中土木事務所に依頼して年間 5回 20台の撤去をした。 

9      みんなの畑  野菜の植え付け及び収穫 毎週日曜日 10時～12時 延べ参加人数 280名 

              収穫物は町会行事餅つき会 歳末警戒のまかないで調理して提供 

  

婦人部活動報告         部長 平山 範子   

1 フラワーアレンジメント講習（年 2回）実施 参加者延べ 24名 

2 祭礼、盆踊りで祭礼委員会の支援     

3 第４地区南部連合町内運動会の支援     

4 秋の日帰りバス旅行（11/9）山梨ぶどう狩りと河口湖もみじ回廊・野天風呂「天水」 

  参加 47名で親睦を深めた。 

5 歳末警戒 婦人部・防災防犯部  平成 26年 12月 26～28日     

6 餅つき会 婦人部・防災防犯部  平成 27年 1月 25日     

7 その他交通部、環境部、青少年部、総会、役員会、組長会の活動を支援した。  

     

祭礼委員会活動報告         委員長  高木 晃    

1 連町祭礼委員長、連絡会出席及び御奉仕（4/19 本牧神社にて） 

2 丘方連町祭礼委員会・開催（4/27）   

3 町会祭礼委員会第 1回開催（5/22）パーフェクトにて  

4    丘方連町祭礼委員会・開催（5/24） 

5       町会祭礼委員会第 1回開催（6/26）パーフェクトにて  

6       丘方連町祭礼委員会・開催（6/28） 

7 祭礼準備臨時役員会（7/18） 

8    本牧神社 萱狩ご奉仕（7/26） 

9    寄付名札掲示板設置（7/26） 

10   お神酒所設置開始・盆踊り会場設置（7/31） 

11   盆踊り開催 於横浜銀行駐車場（8/1～8/3） 

12   御神輿組み立て・山車組み立て（8/1） 

13 本牧神社祭礼（お馬流し・パレード），丘方連町神輿渡御・町内渡御（8/2～8/3） 

14   盆踊りならびに祭礼機材の倉庫への片付け（8/2～8/3） 

15   鉢払い （8/9）   

   

HP委員会活動報告           委員長  庄司 喬 

1. ホームページ委員会を月例で行い年間 12回の会合を持った。特定のメンバーに負荷がかかってしま

ったので、役割を分担するようにした（取材担当を 2 名、ホームページ作成を 2名）。 

2. ホームページ閲覧数の増加については目標訪問者数 5000 人に対して 2441 人、目標ヒット数 20000

回達成に対して 7313 回と大幅な未達となってしまった。町会 HP の認知度不足やコンテンツの更新

頻度など種々の原因が考えられる。 

3. メールアドレスの登録数の増加対策としてメールやインターネットに慣れている世代である小学生

や中学生の子を持つお母さん方にターゲットを絞りこんだ。小学校と中学校の新入学生を持つ保護

者に対してお祝いの申請はＨＰから申し込むことを原則とし（紙の申込書との併存）た。19人中 14

名から登録を得た。今後も戦略的に的を絞った組もしくは年代層に対して訴えかけて行く。 

4. コンテンツの充実のための取材強化 平成 26 年度のコンテンツの本数は 50 件で、特にお店紹介を

積極的に取り上げ取材した。お店からは感謝された。 

 

第２号議案 平成 26年度収支決算報告 

第３号議案 平成 26年度決算監査報告 
 

    次頁の本牧一丁目東町会平成 25年度収支決算報告を参照下さい 
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本牧一丁目東町会

平　成　２６　年　度　収　支　決　算　報　告

世帯数：587世帯　(H2７/3/31現在）

（収入の部）
　　　　項　　　　目 予算額 決算額 差   額　　　　　　　　　　摘　　　　　要
町会費 2,141,000 2,132,440 -8,560 前年度未収町会費を含む
地域活動助成金 410,000 410,900 900 横浜市

防犯灯管理補助金 84,000 72,600 -11,400 横浜市

広報配布謝金 130,000 64,570 -65,430 横浜市等

防災組織活動補助金 98,000 93,920 -4,080 横浜市

祭礼寄付金 1,200,000 1,327,000 127,000 町会員他

廃品売却代金 200,000 198,105 -1,895 横浜市資源循環局、(株)コトブキ

掲示板修理補助金 0 91,800 91,800 横浜市

その他 20,000 32,024 12,024 市民共済協力金・町会Tシャツ売上他

　　小　　　　計 4,283,000 4,423,359 140,359
積立準備金　（災害準備等） 1,002,286 1,002,286 0 横浜銀行定期預金

前年度繰越金 550,666 550,666 0
　　合　　　　計 5,835,952 5,976,311 140,359
（支出の部）
　　　　項　　　　目 予算額 決算額 差   額　　　　　　　　　　摘　　　　　要
連町・社協会費 133,000 174,114 41,114 連合町内会他へ

連町盆踊,運動会分担金 90,000 46,960 -43,040 第４地区南部連合町内会へ

防犯灯電気料 128,000 132,588 4,588 東京電力へ

総務部費 130,000 123,502 -6,498 組長謝礼、諸会議案内印刷等

広報部費 0 0 0 掲示板、回覧

交通部費 6,000 0 -6,000 交通安全

防災・防犯部費 400,000 288,772 -111,228 防災訓練,防犯パトロール

環境部費 350,000 254,214 -95,786 ごみ収集籠、町内美化活動費

青少年部費 100,000 75,275 -24,725 ラジオ体操等

厚生部費 730,000 638,300 -91,700 旅行、運動会、餅つき会等

婦人部費 250,000 183,397 -66,603 フラワー教室、旅行

HP委員会 90,000 40,256 -49,744 HOMEPAGE保守

祭礼委員会費 1,200,000 896,547 -303,453 祭礼・盆踊り諸経費

慶弔費 25,000 20,000 -5,000 香典、

本部費 275,000 455,395 180,395 会議費、研修費等、掲示板補修費

広報事務費 96,000 96,000 0 広報配布費

事務消耗品費 100,000 58,062 -41,938 事務用品、消耗品

町会倉庫維持費 360,000 360,000 0 倉庫土地借地料

日赤等募金 0 21,000 21,000 日赤募金

その他支出 10,000 0 -10,000
　　小　　　　計 4,473,000 3,864,382 -608,618
積立準備金　（災害準備等） 1,002,286 1,002,489 203 平成２６年度までの積立金

予備費・繰越金 360,666 1,109,440 748,774 平成２７年度へ繰越

　　合　　　　計 5,835,952 5,976,311 140,359

会　　　長　　庄　司　　喬

会計部長　　山　崎　征　弘

会計部長　　高　木　　晃

　　　平成２６年度収支決算案について、４月24日に監査しました。詳細説明を受け、伝票
　　　帳簿、銀行通帳などを点検精査しました。いずれも正確に処理されており、２６年度決
　　　算は適正なものと認めます。

会計監査　　高　梨　昭　彦

　　　　　　　　高　橋　慎　一

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

平成27年4月24日



~ 8 ~ 
 

第 4号議案 平成 27年度活動計画 
 

平成 27年度の重点方針について 
1 イベントのあり方の見直し 老人から子供重視  

2 犯罪抑止力アップのために青色パトロールカー配備を検討する 

3 防災対策への取り組み強化 

4 盆踊り期間を短縮 8/1（土）～8/2（日）、効率の高い運営を行う 

5 町会活動の基本単位である組の編成についての見直し  

6 町会未加入者の加入促進 

7 新入学や敬老の申請方法の再検討 

8 電子メール活用によるコミュニケーション強化。メール一斉配信の実施 

9  ホームページの閲覧数の拡大 

 

総務部活動計画          部長 庄司 喬     

1 年次総会、役員会、組長会の効率的な運営（時間管理、場所、事前資料等）   

2 年間行事計画の確実なる実施。 開催通知の励行 

3 町会各種名簿管理の強化。（即時更新、情報の正確性、セキュリティー維持） 

4 未加入会員の加入を促進するためあらゆる手段を講じる 

 

広報部活動計画       部長 深澤とき子    

1 所有掲示板（６ヶ所）へのタイムリーな掲示と期限経過掲示物の迅速な撤去 

2 掲示物の適正な選定の実施         

3 広報よこはま、県のたより等の行政からの配布物を組長経由で確実に配布する 

4 町会並びに連合町内会からの回覧物を迅速に組長へ届け、回覧依頼をする    

3 総会、組長会開催の案内      

4 各種行事の案内を各組へ配布    

 

交通部活動計画                 部長 寺田 幹夫 

1   毎月 1 日、15日  学童通学路、登校時交通安全立ち合い  

2   4月 6 日～10日           新入学児童・園児を交通事故から守る運動「見守り活動」 

   （月） （金）      （登校時と 1年生下校時） 

3   4月 24日（金）    山手交通安全協会春季合同役員会議（山手警察署） 

4   5月 11日～20日  春の全国交通安全運動 学童通学路、交通安全見守り  

5   6月      スクールゾーン対策協議会 於大鳥小学校  

6   9月      山手交通安全協会秋季合同役員会（山手警察署） 

7   9月 21日～30日  秋の全国交通安全運動 学童通学路、交通安全見守り 

8   12月 11日～20日      年末の交通事故防止運動（本牧通り大鳥小入口交差点） 

 

厚生部活動計画                 部長 伊藤 功 

1     9月 20日     敬老,祝い品贈呈    

2 9月中旬         町会懇親ゴルフ会   

3 10月 18日     第四地区南部連合運動会  ７７７７７７７７７ 

4   1月初旬            新年会 

5 1月中旬      成人の日,記念品贈呈   

6 1月 24日      新春餅つき会    

7   2月中旬             町会懇親ゴルフ会 

8    3月下旬            入学祝い 小学生と中学生を対象 
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防災防犯部活動計画           部長 細野 仁    

1 防災指導者及び家庭防災員,研修、訓練の実施     5月～6月頃   

2 防災・防犯訓練講習会の実施（応急処置講習）    6月・10月 

3   歳末警戒の実施         12月 26日、27日、28日 

4    町会 防犯パトロール実行              4月～3月 
    (毎月第３木曜日ＰＭ７時町会倉庫) 

5 町会 防犯灯点検・修繕         4月～3月 

6 町会消火・防災備品機器点検        4月～3月 

7 町会員 消火器交換点検予定             2月 

8    町会医療品・倉庫備品点検              3月 

9    防災防犯備蓄倉庫・備蓄品調査研究     

     

環境部活動計画             部長 吉川 正洋    

1  リサイクル品の回収  毎月第１、第３水曜日, 及びバス通り両側のみ第２、第４金曜日  

     午前９時まで。雨天決行 町会員全員の参加協力を推進する。 

2  早朝啓発活動実施   ゴミの分別状態を観察し指導を行う 年間 5回    

3  折りたたみネットのゴミ入れ及び網ネットの設置の推進 

        折りたたみネット 3基、網ネット 1基を新たに設置する。 

4  毎月１回 掲示板にリサイクル品の重量（㎏）及びアルミ缶の金額の掲示は継続  

5  バス停花壇（2基）  プランター83基の維持管理（環境部全員） 年間３回以上 

6  本牧通りの清掃作業  ５月 17日 10：00～12：00に実施 

7  本牧通りの放置自転車の撤去   

8  みんなの畑     野菜の植え付け及び収穫  毎週日曜日 10時～12時  

             収穫物は収穫祭と町会行事に提供し使ってもらう。 

9  緑化イベント    5月 17日  

10  環境部の会員募集 

 

婦人部活動計画      部長 平山 範子    

1 年６回予定   フラワーアレジメントの講習 

2 8月 1日～2日   夏祭り,盆踊りの企画・推進   

3 9月下旬    山頂公園でのバーべキュー 防災防犯部、環境部と共催   

4 10月 18日   第四地区南部連合町内会運動会のお手伝い  

5 11月         秋の旅行予定  

6 12月 26日～28日  歳末警戒 防災防犯部と協業   

7 平成 28年 1月下旬   餅つき会 厚生部と協業   

   

 

青少年指導員・スポーツ推進委員 活動計画  スポーツ推進委員 高木晃   

4月 11日     横浜市スポーツ推進委員委嘱式        スポ推 

5月 16日     世界トライアスロン横浜大会        スポ推 

4月 26日     中区文明開化ウォークラリー試走      青指、スポ推 

4月 29日     第４南部ふれあいウォークコース試走    青指、スポ推 

5月 24日     中区文明開化ウォークラリー        青指、スポ推 

6月７日      第四地区南部ふれあいウォークラリー    青指、スポ推 

6月中旬      少年少女部会打ち合わせ          スポ推 

7月 12日     中区ドッチボール大会           スポ推 

7月 18日     全市一斉パトロール            青指、スポ推 

8月 20-26日    ラジオ体操                青指、スポ推 

10月 13日     ハローよこはま              青指、スポ推 

10月 3､10､16､17日  第四地区南部運動会準備            青指、スポ推 

ミスプリ修正 
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10月 18日     第四地区南部大運動会              青指、スポ推 

10月 25日      横浜シーサイドトライアスロン大会      スポ推 

11月下旬       中区役所･大鳥小･本牧中懇親忘年会      青指、スポ推 

1月 18日      横浜市スポーツ推進委員大会        スポ推 

2月 16日      中区っこワールドフェスティバル      青指 

3月８日       横浜市青少年指導員大会          青指 

3月中旬       横浜市民フルマラソン           スポ推 

3月中旬       青体指合同研修会             青指、スポ推 

         ＊毎月第４火曜日青少年指導員･スポーツ推進委員定例会 

 

祭礼委員会活動計画      委員長 高木晃   

4月中旬  連町祭礼委員長 連絡会出席  本牧神社 

5月中旬  町会祭礼委員会 第 1回 開催   

5月中旬  丘方連町祭礼委員長会 開催   

7月中旬  町会祭礼委員会 第 2回 開催 パーフェクト 

7月末  盆踊り開催準備   

8月 1 日～2日 

 

 祭礼 盆踊り開催  

8月 3日  倉庫片付け  

 

ＨＰ委員会活動計画   委員長 庄司 喬    

1  ホームページに関しては 

（1）閲覧数の拡大をはかる。目標訪問者数 3000人、目標ヒット数 10000回達成に挑戦。      

（2）各種イベントや成人、入学のお祝いの申請はＨＰから申し込むことを原則としメールアドレス 

登録を増やすと共に双方向コミュニケーションを生かしたきめ細かい対応でファンを増やす。      

（3）戦略的に的を絞った組もしくは年代層に対して情報を発信して行く。 

（4）コンテンツの充実のための取材強化  

2  電子メール一斉配信の稼働については 

メールアドレス登録がある程度に達した時点でお知らせや緊急性のある情報の発信を行う。 

3  委員会メンバーの成長をはかるためＷＥＢサイト運営の講習などに出席し優れた人たちとの交流

をはかる。 

 

 

 

 

 

 

第 6号議案 平成 27年度収支予算計画 

 

次頁の本牧一丁目東町会平成 27年度収支予算計画を参照下さい 
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本牧一丁目東町会 

      

         

   
平  成  ２  ７  年  度  収  支  予  算 

   

   
平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月 ３ １日 

   
      

世帯数：587 世帯 (H2７/3/31 現在） 

 
（収入の部） 

       

 
    項    目 予算額     摘        要     

 

 
町会費   1,950,000   

  
  

 

 
地域活動助成金   410,000 横浜市 

  
  

 

 
広報配布謝金   130,000 横浜市等 

  
  

 

 
防災組織活動補助金 94,000 横浜市 

  
  

 

 
廃品売却代金   200,000 横浜市資源循環局、(株)コトブキ   

 

 
祭礼寄付金   0 

   
  

 

 
その他   50,000 T シャツ売上他 

  
  

 

 
  小    計   2,834,000         

 

 
積立準備金 （災害準備等） 1,002,489 横浜銀行 定期預金 

 
  

 

 
前年度（２６年度）繰越金 1,109,440 

   
  

 

 
  合    計   4,945,929         

 

         
 

（支出の部） 
       

 
    項    目 予算額     摘        要     

 

 
連町・社協会費   133,000 第４地区南部連合町内会へ 

 
  

 

 
連町盆踊・運動会分担金 90,000 同 連合町内会へ 

 
  

 

 
防犯灯電気料   30,000 東京電力へ 

  
  

 

 
総務部費   138,000 組長謝礼、諸会議案内印刷等 

 
  

 

 
広報部費   10,000 掲示板、回覧 

  
  

 

 
交通部費   10,000 交通安全 

  
  

 

 
防犯・防災部費   450,000 防犯パトロール,防災訓練諸費用   

 

 
環境部費   335,000 プランター花のメンテナンス等 

 
  

 

 
青少年部費   120,000 ラジオ体操、研修会等 

 
  

 

 
厚生部費   685,000 敬老祝い品、餅つき会費用等 

 
  

 

 
婦人部費   250,000 

フラワー教室

等   
  

 

 
祭礼委員会費   400,000 祭礼, 盆踊り等諸経費 

 
  

 

 
HP 委員会   90,000 ＨＰ作成用、備品、会議費 

 
  

 

 
慶弔費   25,000 香典、 

  
  

 

 
本部費   275,000 交通費、会議費、研修費等 

 
  

 

 
広報事務費   96,000 広報配布費 

  
  

 

 
事務消耗品費   50,000 事務用品、用紙等 

 
  

 

 
町会倉庫維持費   360,000 倉庫土地借地料     

 

 
  小    計   3,547,000         

 

 
積立準備金 （災害準備等） 1,002,489 平成 27 年度までの積立金 

 
  

 

 
予備費・繰越金   396,440 平成 28 年度へ繰越     

 

 
  合    計   4,945,929         
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添付資料 

（1）平成 27 年度町会主要会議・行事日程表 

 

主要会議                   平成 27 年 3 月 19 日改訂 
定例役員会 (毎月第 1金曜日)開始時刻 19：00～20：45 組長会同時開催の場合 18：30～19：30 

組長会    （年間 4回） 開始時刻 19：30～20：45  

通常総会  （年 1回 ） 開始時刻 19：30～20：45 

平成 27年 4月 3日  (定例役員会・新組長による組長会（町会費徴収依頼) 

平成 27年 4月 17 日  (総会準備役員会) 

平成 27年 5月 8日  (定例役員会 その後・総会（組長出席) 

平成 27年 6月 5日  (定例役員会) 

平成 27年 7月 3日  (定例役員会) 

平成 27年 7月 24 日 （臨時役員会・祭礼準備組長会） 

平成 27年 9月 4日  (定例役員会) 

平成 27年 10月 2 日 (定例役員会・運動会準備組長会) 

平成 27年 11月 6 日 (定例役員会) 

平成 27年 12月 4 日 (定例役員会) 

平成 28年 1月 8 日 （定例役員会 その後新年会） 

平成 28年 1月 15 日 (餅つき準備組長会) 

平成 28年 2月 5日  (定例役員会) 

平成 28年 3月 4日  (定例役員会) 

 

主要行事 
平成 27年 6 月 7 日       第 4地区南部ふれあいウオークラリー 
平成 27年 8月 1日～2日      祭礼（かげ祭り 本牧神社 450年）、盆踊り 

平成 27年 8月 22 日～23日    第 4地区南部連合町内会盆踊り（土、日） 

平成 27年 9月上旬       全国合同防災訓練への参加 

平成 27年 9月 22 日       敬老の日記念品配布 

平成 27年 9月下旬       山頂公園バーベキュー会 

平成 27年 10月 18日      第 4地区南部連合町内会運動会 

平成 27年 11月中旬        秋のバス旅行(厚生部・婦人部) 

平成 27年 12月下旬        歳末警戒特別パトロール 

平成 28年 1月 8日       新年会(定例役員会後に実施) 

平成 28年 1月中旬       成人の日記念品配布 

平成 28年 1月 24 日        新春餅つき大会、 

平成 28年 2月中旬       町内懇親ゴルフ会 

平成 28年 3月中旬       組長さんに謝礼配布 

平成 28年 3 月 20 日         新入学生（小・中学生）祝い品配布 
平成 28年 3月下旬       春の行楽予定(婦人部) 

 

（その他決まった周期で案施する項目) 

フラワーアレンジメント    偶数月の第 2 火曜日(婦人部) 

防災、防犯パトロール     毎月第 3木曜日(防災・防犯部) 

リサイクル資源回収      第 1、第 3水曜日(9時まで・雨天決行 環境部) 

交通安全週間         春・秋 2回(交通部) 

小学生登校時交通安全立会い  毎月土・日を除く 1月、15日 
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（2）本牧一丁目東町会規約 

      （名称・事務所） 

     第１条  本会は、本牧一丁目東町会と称し、事務所を会長宅に置く。 

           事務所住所 本牧町１丁目107番地 

     （区域・会員） 

     第２条    本会の会員は、次の区域内に居住する世帯主ならびに同区域内の商店・ 

       事業所とする。 

               本牧町１丁目２７番地～１５５番地 

      （目的） 

     第３条  本会は、官公庁等関係方面との連携を密にし、会員の親睦と相互扶助を 

               図り、以て地域社会の発展と福祉の向上を図ることを目的とする。 

    （組織） 

     第４条  本会は、第３条の目的を達成すべく、次の組織を置き、本規約の付則に 

               定める職務を担当する。なお、付則は役員会においてこれを定める。 

1. 歳入会計部        8. 環境部 

        2. 歳出会計部        9. 青少年部 

        3. 総務部          10. 婦人部 

        4. 広報部          11. あずま会 

        5. 防災防犯部        12. 祭礼委員会 

        6. 交通部          13 HP委員会 

        7. 厚生部 

    （役員構成・選任） 

     第５条    本会に次の役員を置く。 

               会長   １名 

               副会長  ２名 

                会計   ２名 

                理事   若干名 

                会計監査 ２名 

     第６条    会長は、役員会の議決により選出し総会の承認を得る。 

     第７条  副会長、会計、理事、及び会計監査は会長の委嘱による。 

    （役員の任期） 

     第８条  役員の任期は２年とする。ただし再選を妨げない。 

      （役員の職務） 

第９条  役員の職務は、次の通りとする。 

１．会長は、会務を統括し、会を代表する。 

          ２．副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。     

３.  重要案件は、会長、副会長、主要理事が審議し、役員会に諮る。 

４．理事は、各部長、委員長等を担当し、重要会務を審議するほか、付則に 

                     定められた職務を遂行する。 

５．会計監査は、会計処理を監査する。 
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（副部長） 

      第１０条 各部には、副部長を置くことができ、担当の部長が委嘱し、役員会へ報告する。  

       （顧問・相談役） 

      第１１条  本会に、顧問および相談役を置くことができる。 

          １．顧問および相談役は、役員会の議決を得て、会長が委嘱する。 

               ２．顧問および相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。 

      （組区分・組長・副組長） 

      第１２条  本会の区域を別表１の通り、組に区分し、各組に組長を置く。また、必要に 

応じ副組長を置くことができる。 

   第１３条 組長及び副組長は、組のなかの会員が互選し総務部長経由で会長へ報告する。  

            １．組長は、各部からの情報、依頼事項等を自組の会員に連絡し、各部の職務 

遂行に協力する 

        ２．副組長は、組長を補佐し、組長に事故あるときは､その職務を代行する  

3．組長の任期は、原則２年とする。ただし再選を妨げない。 

      （総会） 

      第１４条 総会は、定期総会および臨時総会とする。 

                 １．定期総会は、会計年度終了後速やかに会長が召集する。 

              ２．臨時総会は、３分の１以上の会員から要請があった場合、または 

        役員会においてその必要を認めたとき、会長が召集する。 

      第１５条  会長は、議長を務める。ただし、必要に応じ別に議長を選出することができる。 

      第１６条  定期総会は、次の事項を審議し決定する。 

                 １．業務計画および予算、決算に関する事項 

                 ２．会長の承認 

                 ３．規約の変更改廃に関する事項 

                 ４．その他重要事項 

      第１７条 議事は、出席者の過半数を以て議決する。可否同数のときは、議長が 

        これを決する。 

      （役員会） 

      第１８条  役員会は、原則として毎月１回開催する。ただし会長は、必要に応じ開催できる。

 第１９条  役員会は、半数以上の出席を要し、議事は、出席者の過半数で決める。 

        可否同数のときは、会長がこれを決める｡ 

      （組長会） 

      第２０条  会長は、必要に応じ、組長会議を召集できる｡ 

      （経費） 

      第２１条  本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入を以て充てる。 

      （会費） 

     第２２条  １．会費は、一世帯または、一商店・事業所当たり、月額３００円 

         以上とする。ただし、特別の事情あるときは協議する。 

        ２．会員が、商店・事業所を同区域内で営む場合は原則として商店・ 

         事業所の会費を別に支払う。 
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（会計年度） 

     第２３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

       （雑則） 

     第２４条 本規約に明文のない事項については、総会又は役員会において審議決定する。 

      第２５条  本規約は、平成９年６月１４日から施行する。ただし平成９年６月13日現在 

の役員等は、本規約により選任、委嘱又は、任命されたものとする。 

     第２６条  1. 本規約の改訂は、平成16年５月５日から施行する。 

        2．本規約の改定は、平成18年５月１３日から施行する。 

3．本規約の改定は、平成24年５月１１日から施行する。 

4. 本規約の改定は、平成25年5月10日から施行する。 

     

 付則                                                                                                                            

          本牧一丁目東町会の各部の役割り 

   部 名                     役  割  り  

  歳入会計部 

 

  

 

歳出会計部 

  会費等の徴収 

  会費、補助金、寄付金等の入金、管理 

  経費の出金、管理 

   

決算報告書の作成、予算案の策定 

   その他会計に関する事項 

   総務部   町会業務の企画立案、各部の調整 

  町会組織に係わる事項 

   総会、役員会議等の開催、運営 

   組長の選退任手続き、管理 

   会員の入退会管理に係わる事項 

  未加入世帯主、商店、事業所の入会促進 

  訃報に係わる事項 

  町会役員、組長、会員名簿の管理更新 

  規約等の管理更新 

    その他総務に係わる事項 

  各部に属さない業務、関連事項 

 

  広報部   各種情報、広報資料等の役員、組長、会員への配布 

  ないし 回覧 

  各種情報、広報資料等の掲示 

  総会、役員会等会議開催案内の配布 

  広報施設の管理、その他広報に係わる事項。 
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   防災部 

(防災防犯部) 

  防災、防犯パトロール 

  備付け消火器の整備、点検 

  家庭消火器の更新 

  防災訓練等による防災意識の向上 

  その他防災に係わる事項 

    
   防犯部 

(防災防犯部) 

  防災、防犯パトロール 

  町内街路灯の維持管理 

  防犯意識の向上、防犯訓練 

  防災関連機材の維持管理 

  その他防災に係わる事項 

   交通部   通学路の安全管理、交通事故防止の推進 

  交通パトロール 

  その他交通安全に係わる事項 

   厚生部   会員の親睦行事、福利厚生の企画、推進 

  敬老、成人、新入学対象者へのお祝いに関する事項 

  厚生関連機材の維持管理 

   環境部   町内清掃等環境衛生の推進、向上 

  町内環境美化の推進 

  横浜Ｇ３０運動に係わる事項 

 青少年部   夏季ラジオ体操等町内青少年の心身健全化の企画、推進 

   婦人部   婦人教養講座、親睦行事等の企画、推進 

  総会等会議開催、町内祭礼等行事のさいの協力支援 

あずま会    会員の親睦行事、福利厚生の企画、実施 

会員の教養講座等の企画、推進 

 

 祭礼委員会 

 

 

HP委員会 

夏祭り行事（神輿、盆踊り等）の企画、推進 

   夏祭り用具類の維持、管理 

 

町会HPの立ち上げ、維持、管理ならびに必要な情報収集活動  

 町会メーリングリストの登録、管理ならびに電子メールによる 

 連絡サービス 町会メンバーとのコミュニケーション 

 

    

 

 

   

 

  

 

 

2013/5/10改訂 

2014/5/9改訂 
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2015/3/30作成
2015/4/5　訂正

組名 組長名   住所 店名・マンション名   電話番号 備考 状態

1 楠本　 恒夫 1-131 ピタットハウス 628-3551 継続

2 小菅　 礼子 1-34 623-8166 継続

3 深沢　とき子 1-36-12 621-5539 交代

4 中村　美貴子 1-54 622-8897 交代

5 岡田　滋子 40-1 メープルティー 622-3915 平成25年・9月より 継続

6 葉　たつ子 1-49 228-8168 交代

7 新堀　幸子 1-124 ベルバルーン本牧 621-7040 継続

8 岡本　季 1-47 621-0232 継続

9 大野　澄代 1-98 090-3904-2014 継続

10 小川　まゆみ 1-99 リブゼ本牧403 090-5824-5428 交代

11 平井　登 1-104 621-3302 090-9678-7285 交代

12 結城　悦子 1-121ー2 622-3123 継続

13 平山　範子 1-110 621-6061 交代

14 高木　晃 1-94 622-7924 交代

15 中澤　美和子 1-88 350-2325 交代

16 緒方　裕康 1-123-1 622-8680 交代

17 林　   正巳 1-130 621-5370 継続

18 高市　奈津子 1-73-４ 263-8975 継続

19 長澤　博幸 1-77 621-8634 交代

20 伏見　直美 1-85-4 625-9560 交代

21 玉村　暢宏 1-135-4 623-0897 継続

22 岩田　弘子 1-138 ヘアーサロンイワタ 621-7906 継続

23 石井　隆友 1-142 513-6633 継続

24 稲葉　秀一 1-147 622-9731 交代

25 石井 寿浩 152-8 090-4450-1913 副・富田克枝　624-
1069

継続

26 内田 芳子 135-2 セントラルハイツ3Ｂ 622-4883 平成27年5月迄 継続

27 繁田  明子 1-51  本牧タウンハイツ203 622-2785 シゲタ　ハルコ 継続

28 野元　智子 1-48-4  ハイツ本牧301 622-0780  090-4706-5363 交代

29 後藤  郁子 1-41  リーベスト本牧202 624-3265 平成27年5月迄 継続

30 田川  里恵 1-41  リーベスト本牧302 622-9023 継続

31 三上  貴弘 1-42  グローベル本牧205 625-9208 平成26年10月就任 継続

32 和田  幸子 1-44  アーバンピア本牧502 621-4167 継続

33 山本  キクエ 1-37-1 アドヴァンス本牧４０２ 623-8927 副 ・ 深 田 純 子 、 625-
9452

交代

34 小島　悦子 2-342 加納建材マンション 621-7858 継続

35 加藤　龍則 1-129 k`sBird honnmoku 502 261-7295 加納商工 継続

本年度新たに選出された組長 名簿管理責任者　総務部長

(3)平成27年度　組長名簿 
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番号 氏名 電話

1 理事 会長 庄司　喬 621-2964
2 理事 副会長 福島　直子 624-1634
3 理事 副会長 高木　晃 622-7924
4 理事 歳入会計部長 山崎　征弘 622-2622

理事 歳出会計部長 高木　晃
理事 総務部長 庄司　喬

5 理事 広報部長 深沢　とき子 621-5539
6 理事 防災・防犯部長 細野　仁 622-7781
7 理事 交通部長 寺田　幹夫 623-1467
8 理事 厚生部長 伊藤　功 623-3139
9 理事 環境部長 吉川　正洋 621-4098
10 理事 婦人部長 平山　範子 621-6061
11 理事 青少年部長 中村 美佐江 621-2928

理事 あづま会会長 寺田　幹夫
理事 祭礼委員長 高木　晃
理事 ＨＰ委員長 庄司　喬

12 会計監査 高梨　昭彦 623-8875
13 会計監査 高橋　慎一 622-3333
14 相談役 青山 喜三郎 621-7959
15 相談役 大宮　隆一 621-7706
16 相談役 髙橋　愼一 622-3333

17 スタッフ 総務部員 深田　純子 625-9452
18 スタッフ 総務部員 中村　美登利 622-2481
19 スタッフ 総務部員 岩田　ひろ子 621-7906
20 スタッフ 婦人部副部長 原　　 利江子 623-7707

(4)平成27年度町会役員

役職

 理事は役員会での議決権を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

（5）本牧一丁目東町会 組割りマップ 
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様式1 平成 年 月 日

私は当町会に加入いたしたく申し込みます。

住所（番地　マンション名　号　室） 組名

氏名<世帯主） フリガナ

印

電話番号

携帯メールアドレス

ＰＣメールアドレス

（加入申込者→組長→総務受付・岩田→会長→歳入会計）
　　（総務受付：ヘアーサロン岩田）

様式2 平成 年 月 日

私はこのたび都合により当町会を脱退したくお届け致します。

脱退日
平成 年 月 日

住所（番地　マンション名　号　室） 組名

氏名<世帯主） フリガナ

（脱退本人→組長→総務受付・岩田→会長→歳入会計）
（総務受付：ヘアーサロン岩田）

様式3 平成 年 月 日

  （男　女）享年 　　歳

  平成　　年　　月　　日（　　）

通　  　   夜  平成　　年　　月　　日（　　）    午後　 　時～　　時

場　    　 所

告　 別 　  式 平成　　年　　月　　日（　　） 午前・後　　時～　　時

場　  所

平成　　年　　月　　日（　　）  (第 　組）

（ご遺族→組長→総務受付・岩田→広報部→掲示・回覧）
（総務受付：ヘアーサロン岩田） 　　　→会長

本牧一丁目東町会加入申込書

本牧一丁目東町会脱退申込書

印

届　出　日　

訃　　報　　連　　絡　　票

ご 逝 去 日

ご　 尊　 名

ご　 住 　所

ご  　 住 　所

ご遺族代表氏名

 


