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平成 28 年度がスタート 

豊町東町会「第 19 期定期総会」開催 

豊町東町会は会

員数約 1900 世帯

の大組織。4 つの

区に分け、その中

でブロック、班を

設けています。町

会役員及び事務

局員、区役員、106

なお 28 年度は町会役員の任期満了に伴う

役員の改選が行われ、主な役員は下記の通

り。なお、副会長（会計）の青木幸子さん、2 区区長の池田和功さん、豊町ふるさと会館

会計の菅野和子さんは退任されました。  
平成 28、29 年度町会役員 

会長 佐野治人  
副会長（総務） 遠山幹夫  
副会長（会計） 礒部検四郎  
会計監査 鈴木英男  
会計監査 岩原広也  
１区区長 吉川圭介  
２区区長 手塚善久 新任 
３区区長 三井祥正  
４区区長 礒部検四郎 副会長兼務  

今号のご案内 

 第 19 期定期総会の様子 

 町会及び自主防災組織の収支報告 

 各区・各団体の紹介 

 地域活動に参加してみませんか？ 
 

平成 27 年度町会収支報告（単位：千円） 
収入 支出 

前期繰越 

町会費 

柏市助成金 

雑収入 

2,842 

5,790 

3,855 

491 

 

一般支出 

助成金等 

イベント等 

次期繰越 

 

2,602 

3,845 

2,283 

4,248 

合計 12,978 合計 12,978 

 

人以上の班長さんなど多くの人が町会運営に

携わっています。そのような方々が 1 年に一

度一堂に会するのが定期総会です。 4 月 9 日、豊小学校体育館に新旧の班長以上

の役員が集結。第 19 期定期総会が、開かれま

した。230 余名の議決権者が出席もしくは委任

状で参加。来賓には、高齢者福祉活動に携わ

る民生委員・児童委員の皆さん、子育て支援

の柏市健康づくり推進委員の皆さんをお招き

しました。 
総会は３区区長

の三井氏が議長

を務め、議事は円

滑に進められま

した。すべての議

案が承認された

あと、来賓の紹介 婦人部も部員募集 

や、町会を支える明寿会、成年部、消防団、

子供会の各団体の活動報告や、会員募集のア

ピールなどもありました。 

豊町東町会自主防災組織（単位：千円） 

収入 支出 

前期繰越 

防災費 

柏市助成金 

453 

1,119 

60 

 

防災訓練費 

消防団助成金 

防犯パトロール 

次期繰越 

 

226 

680 

14 

712 

合計 1,632 合計 1,632 

 

子供への目配りも課題に 

旧豊町町会から、豊町東町

会となって以来、19 回目の

総会を迎えました。旧町会

の歴史は引き継いでいます

が、組織の体制づくりはま

だ道半ばです。町会の基盤

をさらに強化して、20 周年

の節目を迎える来期に繋げていきたいと思い

ます。特に小中学校との連携を強化し、未成

年世代がこの地を故郷として愛着が持てるよ

うに図っていきたいと思います。 
また、消防団の協力で昨年度始めたＡＥＤの

操作訓練などの講習会や、防災訓練も強化し

ていく予定です。自分たちの暮らす町は自分

たちで作っていきましょう。事務局は一丸と

なって裏方を務めますので、みなさまのより

一層のご協力をお願い申し上げます。 

町づくりの裏方に徹していきます 

会長 佐野治人 
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副区長を引き受けて以

来、町会との関わりは 8
年。区長は 7 年目、2 年前

から副会長も兼務して忙

しい日々です。もともと会

社人間で地域とは全く関

わりがありませんでした。

時間ができた今、住みよい

まちづくりへのお手伝い

夏祭りでは各区が模擬店を出します。昨年 1
区では「イカ焼き」「冷やしキュウリ」のお店

を出店。仕入れなどの準備や当日の販売、後

片付けなどに多くの方に手伝っていただきま

した。このような時に地域の繋がりを実感し

ます。班長は順番で回ってきます。ご高齢の

班長さんにどう働いていただくか？ 高齢化

社会の課題の一つです。町会のイベントを成

功させるには、班長さんだけでなく、班内の

経験者の参加とアドバイスが一番。ご協力を

お願いします。 

ました。2 区だけで 500 を超す会員世帯数が

あります。わからないことだらけですが、地

域の方と一緒に一生懸命やるだけです。よろ

しくお願いいたします。 

5，6 年前に班長を経験

しています。行政や町会

からの配布文書の多さや

町会費の集金などに戸惑

ったものでした。私も仕

事をもっていますが、区

長の順番が回ってきたら

引き受けようと思ってい

今年から会長を務めます。

よろしくお願いします。当会

は柏市の老人クラブでは最

も歴史があり、今年で 53 年

目となります。名称を“シニ

アクラブ”としてアピールし

ていきたい。シニアのみなさ

んの参加をお待ちしていま

区長を引き受けて 5 年

目。集大成のつもりで今期

も頑張ります。1 区はマン

ションなどの集合住宅が

多いのですが、戸数の割に

班長さんが少ないようで、

町会のイベントなどのさ

い、苦労をかけています。

各区・各団体から 

経験者の協力を支えに 

1 区区長 吉川圭介さん 

地域の人と一緒に 

２区区長 手塚義久さん 

３区の区長をつとめ、３年

目に入りました。「区長にな

ってください」と誘いを受

けたとき、とくに断る理由

もないと、わりと淡々と引

き受けました。町会という

組織の中に入って、防災訓

練や夏祭りなどさまざまな

ふれあう機会が増えました。 

３区区長 三井祥生さん 

行事を不慣れな身で忙しくやっていました

が、夏祭りが終わったころ、町会の活動って

防犯灯の LED 化を達成！ 

４区区長（副会長兼務）礒部検四郎さん 

シニアクラブへどうぞ！ 

明寿会会長 田中達雄さん 

す。現在の会員は 36 人です。 
毎月、ふるさと会館で例会を開き、カラオケ、

ビンゴゲーム、おしゃべりなどを楽しんでい

ます。みなさん大好きなのはグラウンドゴル

フ。明寿会が整備したゴルフ場で大会を開く

など、親睦と健康にも役立てています。年に

１回は旅行も。昨年は 6 月に土浦予科練記念

館などを訪ねるバス旅行を行いました。 
また、豊町保育園の七夕祭りのお手伝いや、

会員有志が昔の遊びを園児に教えるなど、小

さい子供との交流にもつとめています。 

が少しでもできたらと頑張っています。環境

整備の担当として、町内防犯灯のＬＥＤ化に 3
年がかりで取り組み、すべてを達成してホッ

としているところです。熊本地震がありまし

たが、町会としても区としても、防災には力

を入れていきたいと思います。町会ではＡＥ

Ｄを使う救急救命の講習会や、消火、通報、

炊き出しなどの防災訓練を実施しています。

回覧などでお知らせしますから、多くの方に

参加していただきたいと思います。 

結構楽しいな、という気分になりました。道

路で会う人が挨拶してくれるなど、地域の人

との交流はまちがいなく深まったと感じてい

ます。現役の人は「仕事があるので・・・」

と敬遠されがちですが、私も現役の身であり

ながら、結構楽しみながらやっています。い

ちど町会のイベントに参加されて、そんな雰

囲気を体験してみてはいかがでしょうか。 
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しては毎月第１土曜日の夜、町内の防犯パト

ロールを行っています。町内の多くの人に参

加していただきたい。現在の部員は 18 名。30
代後半から、70 代も１人。常時情報交換の場

上の子が下の子に教え、下

の子は学ぶ。子供会をそんな

場にしたいと思います。子供

会で力を入れている「元気太

鼓」はそんな例。地域のイベ

ントや町会の夏祭りなどで

発表するのは子供たちの最

大の楽しみです。防災訓練や

正式には「柏市消防団第２

方面第８分団」といい、豊町

東町会、豊町西町会の全域と

他町会の一部が守備範囲。消

防署の職員とちがって、団員

はみな仕事を持っています。 
火災消火では、昨年 12 回出

動しました。夜間の特別警

総会の会場設営、柏まつり

の花自動車の飾り付け、餅つ

き大会や防災行事など、年間

にたくさん行われる町会行

事の準備は、成年部が一手に

引き受けています。町会のほ

ぼすべてのイベントに出て

います。部が主導する活動と

 

町会に関するご質問やご意見 
ご自由にご記入ください。 
 

ご連絡先を裏面にご記入ください。 
 

キリトリ 

いっぱい叱って、ほめてください！ 

子供会会長 福島優子さん 

昨年の神輿のお練りなど、町会行事でいろい

ろな体験をさせてもらっています。子供会独

自でも映画鑑賞会やクリスマス会などを開い

ていますが、会の人数は少しずつ減っていま

す。豊小をはじめ、幼稚園、保育園もあって

子供が多い町です。子供会にも目を向けてく

ださい。悪いことに気づいたら、いっぱい叱

ってほしい。良いことを目にしたら、いっぱ

いほめてください。地域の人といっしょに子

供が育っていったらいいなと思っています。 
町会行事の実働部隊です！ 

成年部部長 松崎 力さん 

若い力をお借りしたい！ 

消防団分団長 武井 丈さん 

戒、柏まつりをはじめ各町会夏まつりなどイ

ベントの警備、町会の防犯パトロールにも協

力しています。毎年 6 月に行われる消防操法

大会のために、豊小の校庭をお借りして夜間

の訓練に励んでいます。14 人の分団員のうち、

ＡＥＤ操作の講習資格を持つ人が半数ほどい

ます。昨年はふるさと会館でＡＥＤ操作を救

命救急の地域の人の勉強の手伝いをしまし

た。こんなイベントを通じて消防団のことを

知っていただけるとうれしいです。体力が大

切ですが、あいにく２０代はいません。ぜひ

若い人に入っていただきたいと思います。 

をつくり、部員同士のコミュニケーションを

深めています。行動を主とする当部に関心の

ある方の入部を歓迎します。 

熊本地震被災地へご支援を 

熊本地震の被災地支援募金箱を豊町

ふるさと会館の玄関に 5 月 31 日まで

設置します。その後日本赤十字社を通

じて被災地に届けられます。会館をご

利用の際はご協力をお願いします。 
被災された皆様には心よりお見舞い

申し上げます。 
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事務局員及びボランティアを募集 
今年も下記の内容で広く事務局員を募集しています。地域の皆さんと楽しく町会運営に参加してみませ

んか？事務局には町会内の部署だけでなく、関連の深い自主防災組織や、ふるさと会館などのスタッフも

含まれます。それぞれの役割は下記の通りです。  
町会内の組織 

会計補佐 
会計担当役員の補佐をしていただきます。 

総務部 

町会業務全般にわたる庶務 
町会主催の会議の準備運営 
他部署のフォローその他 

防犯交通安全部 
児童の見守り活動のスケジュール管理 
ポスターキャンペーンの企画実行 
春・年末の町内一斉パトロールの企画実行 
その他 

環境整備部 
防犯灯の管理 
防犯カメラの管理 
倉庫や備品等の管理 
カラスネット・ゴミ袋等の在庫管理 
その他 

広報部 
町会だより「東風」の制作発行 
ホームページの管理運営 
その他町会発行の印刷物制作 

 

関連組織 

自主防災組織 
情報収集伝達班（成年部・区役員） 
避難誘導班（成年部・ボランティア） 
声掛け訪問班（民生委員） 
給食給水班（成年部・事務局） 

ふるさと会館 
会館の管理当番 
会館の広報紙制作 
その他 

その他募集項目 

高齢者福祉のお手伝い 
地域のサロン活動ボランティア 
その他 

子育て支援のお手伝い 
どんぐりすくすくクラブボランティア 
その他 

町会関連団体 
明寿会（柏市草分けの老人クラブ） 
婦人部（町会のお母さん。会館清掃なども） 
成年部（町会の機動部隊） 
子供会（市内でも最大級の子供会です） 
消防団（地域の安全を見守ります） 

 
 

 
事務局スタッフ及び団体加入申請書 

希望する部署・団体をチェックしてください（複数可） 平成  年  月  日 
所 属    区    ブロック    班 
ふりがな 
お 名 前  TEL 

ご 住 所 柏市豊四季 

希望する

部署・団体 
□総務 □防犯交通安全 □環境整備 □広報 □生活環境（仮称） 
□明寿会（老人会） □婦人部  □成年部  □消防団  □子供会 
□自主防災組織    □ふるさと会館管理    □豊友サロンボランティア 

 

キリトリ 


