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第 64回千代田町会定期総会報告 

4月 21日（日）、第 64回千代田町会定期総

会が千代田ふるさとセンターで開催されました。

構成員定数 1,029 名に対し、出席者 54 名、委

任状 630で総会は成立しました。 

司会：浅井理事（3 班）、議長：正崎一幸さん

（13 班）、書記：猪狩不二夫さん（3 班）・倉島啓

子さん（16 班）により議事を進行しました。平野

会長のあいさつのあと、平成 30 年度事業報告、

会計報告、会計監査報告がありました。 

次に第 1号議案（事業計画案）、第 2号議案

（予算案）について審議しました。 

役員選任では、平野会長、鹿志村副会長、

山崎理事、田崎理事がそれぞれ留任しました。

一方、浅井理事（ふるさとセンター長兼任）が

退任し、理事として鈴木惠美子さん、センター

長には江崎伸児さんが新たに就任しました。ま

た、新班長１６名が紹介されました。 

(1) 報告事項 

① 平成 30年度町会事業報告 

② 平成 30年度会計報告 

③ 平成 30年度会計監査報告 

全て賛成多数で承認されました。 

 

 

(2) 議題 

① 第 1号議案 平成 31年度事業計画案 

② 第 2号議案 平成 31年度予算案 

いずれも賛成多数で議決されました。 

 

令和元年（平成 31年）度班長 

1班 加藤 晴光 10班 梶野 真夕子 

2班 中村 久子 11班 久保田 正勝 

3班 小泉 修一 12班 高倉 宏至 

4班 松山 隆太 13班 齋藤 友紀雄 

5班 高山 宗明 14班 石井 博 

6班 長澤 譲二 15班 中西 法一 

7班 中村 美和 16班 中尾 元栄 

8班 丸 彦衛 ﾚｰﾍﾞﾝ陽 吉川 裕 

9班 渡辺 裕信 ﾚｰﾍﾞﾝ宙 ― 

令和元年（平成 31年）度役員 

役職 担当 氏名 

会長 町会統括 平野 傑 

副会長 総務・厚生 鹿志村 達子 

理事 会計 山崎 一紀 

理事 広報、K-Net 田崎 堅志 

理事 環境、防火防犯 鈴木 惠美子 

理事 ふるさとセンター長 江崎 伸児 

ごあいさつ 

千代田町会 

会長 平野 傑 

町会長を引き続き務めさせて頂きます。 

昨年度は、おかげさまで、会員皆様のお

力添えをいただきながら、ほぼ計画通り実施

することができました。ありがとうございまし

た。 

特に、昨年の臨時総会において法人格取

得申請認可、それに伴う規約改正等々ご承

認をいただきました。本年は、申請のための

諸準備を進めますので、ご協力方よろしくお

願い申し上げます。 

微力ではありますが、全力を傾注して、取

り組んでまいりますのでご助言、ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 
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就任ごあいさつ 

理事 鈴木 惠美子 

初めて経験する仕事も多いので不安な部

分もありますが、他の役員さんたちの協力を

いただきながら、少しでも地域に貢献できる

ようがんばります。今後も何卒ご支援ください

ますよう、よろしくお願いします。 

 

就任ごあいさつ 

ふるさとセンター長 江崎 伸児 

この度、千代田ふるさとセンターの管理を

やることになりました。皆様が利用しやすい

センターになるようにその維持管理に努めて

いきたいと思います。 

また、皆様のご協力もよろしくお願いいた

します。 

 

組長会議開催のお知らせ 

町会業務を行う中で、一番会員と近いところ

にいる組長の業務について再確認するとともに、

町会役員との連携を深めるため、組長会議を

実施します。各班の組長の出席をお願いいた

します。 

日時： 令和元年 5月 18日（土） 

9：30～11：00および 13:30～15：00 

場所： 千代田ふるさとセンター 

午前、午後のどちらかに出席お願いします。 

スリッパをご持参下さい。 （総務部） 

 

ゴミゼロ運動の実施について 

今年度も柏市全域で「ゴミゼロ運動」が一斉

に行われます。当町会でも下記の通り実施しま

すので、ご協力お願いいたします。 

日時： 令和元年 5月 26日（日） （雨天決行） 

8：30～10：00 

場所： 千代田町公園 

内容： 自宅から千代田町公園までの路上に

落ちているゴミを拾い集めて持参してください。 

その他： 「参加賞」をご用意しています。 

照会先： 鈴木まで（7163）-9482) (環境部) 

 

民生委員が声かけ訪問を行います 

5月中旬から 6月末にかけ、75歳以上の方

に声かけ訪問を通じて、日常の生活状況をお

聞きしながら保健福祉サービスに関するご相談

や情報の提供などを行います。お気軽にご相

談ください。 （総務部） 

 

ご注意ください!! 特殊詐欺が急増中 

架空の請求や訴訟告知のはがきを送りつけ

る、宅配業者を装ったメールでスマホに不正ア

プリをダウンロードさせるといった、特殊詐欺の

事例が町会内でも多発しています。怪しいと感

じたらまず一呼吸おいて落ち着いて行動する、

周囲に相談するといったことを心がけましょう。

日ごろから市や警察の広報、テレビなどのメデ

ィアで情報を得ておくことも有効でしょう。 

（防火・防犯部） 

 

5月行事予定 

（注） 組長会議終了後、組長さんが町会費徴

収と会員届の取りまとめに伺います。会

員届は 5月 11日に配布します 

（会計） 

項目 日（曜日）時 備考 

班長会議 
11日（土） 

9:30～ 

ふるさと 

センター 

三小パトロール 
9日（木） 

14:30～ 

三小 

校区 

組長会議（注） 
18日（土） 

午前・午後 

ふるさと

センター 

友誼団体意見交換会 
18（土） 

16：00～ 

ふるさと

センター 

役員会 
14日（火） 

10:00～ 

ふるさと

センター 

ゴミゼロ運動 
26日（日） 

8：30～ 

千代田町

公園 


