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第 64回千代田町会定期総会報告 

町会運営の顔ぶれが新しくなりました 

第 64 回千代田町会定期総会が、4 月 12 日

（日）、千代田ふるさとセンターで開催されまし

た。 

本年は、新型コロナウイルス感染症予防対策

として、当初より出席者を限定していましたが、

「三密」回避のため、さらに書面表決方式を採用

し時間を約 30分に短縮しての開催となりました。 

総会員数（世帯数）1,026 名に対し、出席者

686 名（会場出席 33 名、委任状 653）で総会は

成立。司会：鹿志村副会長（11 班）、議長：加藤

晴光氏（1 班）、書記：高倉宏至氏（12 班）・中西

やすみ氏（15 班）により、出席者の表決書を回

収する形で議事が進行しました。 

これにより、「第 1号議案 令和元年／平成 31

年度事業および決算承認の件」、「第 2 号議案 

令和２年度事業計画および予算案承認の件」、

「役員選任」のいずれも賛成多数で議決されまし

た。 

新役員からのご挨拶 

＜会長 田崎 堅志＞ 
今年度、町会長を務めさせて頂きます 

田崎堅志です。よろしくお願い致します。 
千代田町会創立の頃に生まれ、この地

で育ってきたものの、町会運営に関わるよう
になったのはつい最近のことです。 
年齢層やライフスタイルも幅広く、町会の

多様化が進んでいます。ごみ問題、防災な
ど気になることも多々あります。微力ではあ
りますが、皆様が「親しみやすい」と感じる
町会づくり、誰もが負担にならず、気軽に参
加できる仕組みづくりを目指して参ります。 

＜副会長 鹿志村 達子＞ 
この度千代田町会副会長（総務・厚生）

に選任されました鹿志村達子です。 

小さな思いやり、助け合える千代田町会
を目指して会員の皆様と共に頑張っていき
ます。よろしくお願い致します。 
連日世間の話題はコロナ一色ですが、

今は我慢ではなく、つらいですが支え合
い・・・辛抱する時です・・・ 
全てが一日も早く再開することを願い一

丸となって乗り越えましょう。 

＜理事 鈴木 惠美子＞ 
初めて携わった町会の仕事には表から

は見えない多くの作業がありました。当初
戸惑ったこともありましたが、他の役員さん
が細かいところも丁寧にわかりやすく説明
下さり、なんとかやり通すことができました。 
今年も引き続き理事として、少しでも町会

令和 2年度役員 
役職 担当 氏名 班 

会長 統括 田崎 堅志 8 
副会長 総務・厚生 鹿志村 達子 11 
理事 環境 鈴木 惠美子 14 
理事 防火防犯・防災 浅井 順一郎 3 
理事 防火防犯・防災 上谷 恵司 6 
理事 会計長 田口 雅夫 5 
監事 監査 藤田 正子 1 
監事 監査 小渋 聡子 7 

令和 2年度班長 
班 氏名 班 氏名 

1 鶴山 昌子 10 紫野 博宣 
2 矢島 典明 11 宮内 洋二 
3 土井 智之 12 松本 晃 
4 工藤 建 13 松岡 正城 
5 松矢 浩 14 渡辺 由樹子 
6 宮内 孝行 15 江崎 元政 
7 荒井 智宏 16 森 由布美 
8 望月 道晃 レ陽 松村 尚毅 
9 鈴木 克典 レ宙 田沼 伸幸 

レ：レーベン（6月に交代） 
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のお役に立てるよう頑張っていきたいと思
います。 

＜理事 浅井 順一郎＞ 
4 月より町会の役員を務めさせていただ

きます 3班の浅井です。 
主に、防火防犯・防災を担当することに

なりました。皆様の日々の暮らしの安全を
担うということで、力不足ながら頑張ります
のでよろしくお願いします。 
幸い以前に同じ担当を経験しています

ので、そのときのノウハウなどを生かしてい
きます。また、防災訓練、防災施設見学な
どの行事を予定しています。その時は皆様
のご協力をよろしくお願いします。 

＜理事 上谷 恵司＞ 
今年度防火防犯・防災担当となりました

上谷恵司です。 

千代田公園の近くで「レストラン千代田」
をしております。今年で 24年目になります。
（私の両親も中華、千代田食堂を営んでお
りました） 
今回、会長の田崎さんからのお声がかり

もあり、町会のお手伝いをさせて頂く事とな
りました。不慣れな点など、ご迷惑をおかけ
する事もあるかと思いますが、よろしくお願
い致します。 

＜理事 田口 雅夫＞ 
令和 2 年度、町会の会計を担当すること

になりました。今年は、例年とは違った世の
中の動きの中、新年度が始まりました。 
みんなが楽しく、安心して暮らせる場所、

千代田町会を目指したいと思っています。 
多くの方の積極的なご参加、ご協力をお

願い致します。 

予定していた町会の活動、行事に大幅な変更があります。 
ご注意ください。 

新型コロナウイルス感染症終息が見通せない現状を踏まえ、 
残念ながら第 65回千代田町会盆踊り大会は中止します。 

その他、令和２年度上半期の活動計画を以下のように見直します。 

時期 主な活動／行事 当初予定 変更 備考 

5月 

第 1回 班長会議 5月 2日 中止 （注 1） 

第 4回 組長会議（年 1回） 5月 16日 中止 （注 2） 

年間町会費集金 5月下旬 6月初旬 （注 2） 

ゴミゼロ運動 5月 31日 中止  

6月 
第 2回 班長会議 6月 6日 6月 13日 （注 3） 

千代田町会盆踊り大会実行委員会（第 1回目） 6月 14日 中止  

7月 

第 3回 班長会議 7月 4日 変更なし （注 4） 

K-Net支援者募集 7月 4日開始 変更なし  

千代田町会盆踊り大会実行委員会（第 2回目） 7月 12日 中止  

8月 

第 4回 班長会議 8月１日 変更なし （注 4） 

第 65回 千代田町会盆踊り大会 8月 7、8日 中止  

K-Net支援者会議 8月 22日 変更なし （注 4） 

9月 
第 5回 班長会議 9月 5日 変更なし （注 4） 

防火・防災訓練（K-Net含む） 9月 27日 変更なし （注 4） 

（注 1）重要事項等は文書でお知らせします 
（注 2）重要事項、集金手順等は文書でお知らせします 
（注 3）今後の状況次第で開催方法を変更する可能性があります。期日は変更しません 
（注 4）今後の状況次第でさらに変更となる可能性があります 


