
[議案][議案][議案][議案]

（会長・会計・監査）

（会長）

　　

月 日 参加者数 出席者等

4 9 １１名 役員、会員

13 １名 石塚副会長

16 ９名 役員、会員

22 ７名 役員、会員

22 ２名
石塚副会長
渡辺11B長

5 14 １３名 役員、会員

19 １名 石塚副会長

21 ３０名 役員、会員

23 － 大森会長

31 － 大森会長

6 11 １８名 役員、会員

14 ２３名 役員、会員

14 １名 川崎企画

18 １２名 役員、会員

18 １名 大森会長

30 － 石塚副会長

7 1 ４子供会
大森会長
金子会計

16 － 役員

１

　平成２９年度　多摩川競艇場清掃業務委託契約の締結

　子供会活動補助金支給（子供数　２０８名、助成＠２００円　＝　４１，６００円）
　　飛田給小　：　３南Ｄ　　　４７名、　３南Ｅ　　３３名
　　第３小　　　：　たんぽぽ　７２名、 のびっこ　５６名

　バーベキュー大会実行委員会開催

　テニス部練習会　（梅雨時で心配された天気も当日は涼しい天候に恵まれました）

　第１１回　シニアサロン二本松開催　（３名の初参加者をお迎えしました）

　五中防災会出席

　第２５回　二本松ゴルフ大会開催　（男性８名、女性４名）

　防災講演会への参加　講師：奥田　和子さん「多摩直下地震の備え‐危機管理は健康管理」

　テニス部練習会　（開催時間帯を午前中に変更 して初めての練習会でした）

　調布市自治会連合協議会　第４５回定期総会

　第５７回　二本松自治会定期総会　⇒　全議案承認

　出席＝３０名、委任状＝４４７名　合計４７７名＞過半数３８２名

　平成２９年度　自治会調査票（回覧業務に関する書類）の提出

　平成２８年度　京王閣競輪場周辺地域対策補助金活動報告書の提出

　３月には小学校卒業生２９名の皆さんに記念品として、『英和・和英辞典』をお渡ししました。

活動の詳細は以下の通りです。

　第三小学校地区まちづくり協議会　総会

　「調布市防災教育の日」　場所：第五中学校　主催：五中防災会

　「調布市防災教育の日」　場所：第三小学校　主催：第三小学校地区防災対策委員会

　テニス部練習会　（当初開催日は悪天候のため予備日での開催となりました）

　防災用品購入では、家庭に常備する物や避難所等で役立つ物等を検討しましたが、全戸配布するには数量の

　児童文化事業では、西部児童館正面ロビーで使用しているテーブルとイスの更改を検討していますが、児童館

確保が難しい物や、配布までの一時保管場所の確保などの諸課題から選定にいたっていません。

良いアイディアがあればご意見をお寄せ下さい。

「３病院緊急医療救護所訓練」に模擬傷病者役として参加しました。　

　さらに今年度二本松自治会は、調布市と「避難行動要支援者の支援に関する協定書」を締結しました。

　環境美化活動では、春・秋の多摩川クリーン作戦や地域内公園を中心に定期的な清掃活動を実施しました。

この協定は、災害時に自ら避難することが困難な方で支援を必要とする人々（高齢者・障害者等）に対してご本人

の同意を得た上で、調布市が地域組織に名簿を提供し、地域における平常時からの交流を通じて災害時の避難

支援を行うものです。　

第５８回　二本松自治会定期総会　議案書第５８回　二本松自治会定期総会　議案書第５８回　二本松自治会定期総会　議案書第５８回　二本松自治会定期総会　議案書

　春の多摩川クリーン作戦参加　（雨のため開始直後に中止となりました）
　（併せて地域内公園等の清掃活動も実施。９名参加）

平成２９年度　活動報告詳細平成２９年度　活動報告詳細平成２９年度　活動報告詳細平成２９年度　活動報告詳細

行　事　名　・　活　動　状　況

第１号議案　　　平成２９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

第２号議案　　　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案　　　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案　　　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案　　　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認

第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

第１号議案　　　平成第１号議案　　　平成第１号議案　　　平成第１号議案　　　平成２９２９２９２９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

[Ⅰ]　平成２９年度　活動報告[Ⅰ]　平成２９年度　活動報告[Ⅰ]　平成２９年度　活動報告[Ⅰ]　平成２９年度　活動報告

　平成２９年度の自治会運営は、引き続き会員相互の親睦と交流がより深められることを主眼に実施してきました。

バーベキュー大会やスポーツ部会など恒例となった行事に加え、シニアサロンの活動も定着してきました。

　各種行事の開催・運営には役員のほか、支援者の協力により定期開催を続けることができ、地域内交流の一翼

からの要望が纏まらず贈呈には至っておりません。

を担っていると思います。　また、防災関連では第三小学校地区合同防災訓練への参加や、青木病院で行われた



月 日 参加者数 出席者

8 5

8 １名 石塚副会長

22 １名 石塚副会長

28 １名 石塚副会長

30 １名 川崎企画

9 3 １０名 役員、会員

3 ２名
大森会長

石塚副会長

10 １８名 役員、会員

11 １名 石塚副会長

13 ２６名 役員、会員

16 １名 石塚副会長

中旬 １０５世帯 対象者

20 １名 石塚副会長

23 ２９５名 役員、会員

23 ２２作品 応募者

10 3 １名 大森会長

7 ７名 役員、会員

8 １名 石塚副会長

8 １５名 役員、会員

21 １名 石塚副会長

24 － －

29 ７名 役員、会員

11 12 ２８名 役員、会員

12 １２名 役員、会員

19 ４名 役員

19 １７名 役員、会員

21 １名 石塚副会長

24 ２名 石塚・平山

27 １名 石塚副会長

12 10 １６名 役員、会員

13 ２４名 役員、会員

13 １名 川崎企画

19 １名 大森会長

28 ４０名 役員、会員

1 6 ２０名 新・旧役員

14 １名 石塚副会長

20 ４６名 役員、会員

26 １名 石塚副会長

2 3 ３名 役員

3 11 １９名 役員、会員

14 ２２名 役員、会員

26 － 大森会長

26 － 大森会長

下旬 ２９名 対象者

参考：二本松自治会役員会を下記のとおり開催しました。

　　４/　１ 　　４/２９ 　　６/　３ 　　７/　１ 　　８/　５ 　　９/　２

　１０/　７ 　１１/１１ 　１２/　２ 　　１/　６ 　　２/　３ 　　３/　３

２

　避難支援者連絡会　（石塚副会長、金子会計、川崎企画）

　テニス部練習会　（啓蟄を過ぎ、テニス同好の士たちは青空の下で活動を始め ました）

　第１４回　シニアサロン二本松開催 (お花とパンダの飾り付けをした会場で参加者をおもてなし)

　小学校卒業生へ記念品贈呈　(英和・和英辞典）

　防災市民組織補助金　H29年度実績報告書及びH30年度事業計画書提出

　避難行動要支援者　補助金交付申請書　提出

　新・旧役員　新年会

　調布市自治会連合協議会　新春懇親会

　新春凧揚げ大会＆独自多摩川クリーン作戦　（大人２６名、子ども２０名）

　第３回　地域ケア会議　調布市地域包括センターせいじゅ　

　テニス部練習会　（多忙な師走の中、好天に恵まれ絶好のテニス日和でした）

　第１３回　シニアサロン二本松開催 （クリスマスカラーで会場をデコレーションしました）

　五中防災会出席

　避難行動要支援者の支援に関する協定書の締結

　年末見回り実施　（２８日～２９日の２日間）

　西部児童館祭り　「飲み物係」担当　（井下企画、金子会計、西本企画、吉田企画）

　第２６回　二本松ゴルフ大会開催　（男性１２名、女性５名）

　調布飛行場の諸課題解決に向けた取組に係る住民説明会

　第三小学校地区まちづくり協議会　第３回常任理事会

　市民フォーラムへの参加

　ちょうふ地域見守り訓練　～多摩川地区～

　３病院緊急医療救護所訓練（青木病院）

　京王閣競輪場周辺地域対策補助金　交付決定

　秋の多摩川クリーン作戦参加　（併せて地域内公園等の清掃活動も実施）

　テニス部練習会　（少々木枯らしありの天候でしたが小春日和の好天に恵まれました）

　環境美化ポスター展開催　作品展示・表彰式

　西部ふれあいのつどい　（開催場所：西部地域福祉センター）

　テニス部練習会　（運動会と重なり参加できなかった家族もありました）

　平成２９年度　京王閣競輪場周辺地域対策補助金申請書　提出

　第１９回　第三小学校地区合同防災訓練

　第２回　西部ふれあいのつどい実行委員運営会議

　敬老金（￥３，０００）：満７０歳以上への支給

　第２回　第三小学校地区防災対策委員会

　BBQ大会&交流会　参加者：大人143名、小学59名、未就36名、支援者57名

　　九州北部豪雨及び熊本地震への募金実施　17,676円　（生ビールの売上と募金）

　東京都・調布市合同総合防災訓練

　コスモフェスティバル２０１７

　テニス部練習会　（秋晴れ好天に恵まれて大勢の参加者となりました）

　バーべキュー大会　行事保険加入申請手続き

　第１２回　シニアサロン二本松開催 （心地良い秋の風を感じながら二本松の秋をテーマに開催）

　第１回　西部ふれあいのつどい実行委員運営会議

　バーべキュー大会　ポスター、参加申込み印刷配布

　平成２９年度　第１回第三小学校地区防災対策委員会

　五中防災会出席

　平成２９年度　第２回第三小学校地区まちづくり協議会常任理事会

全戸配布

行　事　名　・　活　動　状　況



３



（会長）

（敬称略）

No 交代時期

1 定期総会

2 定期総会

3 定期総会

4 定期総会

5 定期総会

6

7

8 定期総会

9 ６月

10 １２月

11 定期総会

12 定期総会

13 １１月

14 ７月

（会長）

（敬称略）

定員

１名 （再任）

（再任）

（新任）

事務局

企画 数名 （再任）

（再任）

（再任）

（再任）

（再任）

会計 １名 （再任）

書記 １名

広報 ２名

会計監査 ２名 （再任）

（新任）

数名 （再任）

５

松沢　秀幸

　　行事全般

　　行事全般

　　回覧業務、ポスター掲示　等

佐藤　彰剛

金子　忠義

（企画で兼務）

西本　美則

井下　知子

　　行事全般、スポーツ部会

　　健全育成、環境美化

　　高齢者支援、環境美化

川崎　英二

[Ⅱ]　平成３０年度　役員候補[Ⅱ]　平成３０年度　役員候補[Ⅱ]　平成３０年度　役員候補[Ⅱ]　平成３０年度　役員候補

平山　四郎

第１４ブロック センチュリーリバーサイド 松沢　玲子

第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川 梅木　孝範　・　奥山　実

第１６ブロック 調布多摩川ガーデンフォート 中村　有希絵　・　前田　道雄

　　平成３０年度役員として次の通り候補者を推薦致しますので、御承認願います。

　　総括

担当分野

鈴木　イツノ
第９ブロック （戸建）

定期総会

第１０ブロック （戸建） 舘坂　泰葉

第８ブロック （戸建）

第６ブロック （戸建） 西本　美則

第７ブロック （戸建） 久保田　浩一

第２号議案：　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案：　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案：　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案：　平成３０年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認

第４ブロック （戸建） 宮原　淳

ブロック 名称等 理事（ブロック長）候補者名

第１ブロック （戸建） 丸山　由希子

第３ブロック （戸建） 三井　奈穂子

　平成３０年度は、下記の方に理事（ブロック長）をお願い致します。

　マンションの理事（ブロック長）は、各マンションの総会時期に交代となります。

[Ⅰ]　平成３０年度　理事（ブロック長）候補[Ⅰ]　平成３０年度　理事（ブロック長）候補[Ⅰ]　平成３０年度　理事（ブロック長）候補[Ⅰ]　平成３０年度　理事（ブロック長）候補

第１１ブロック アクアシティオ・メイツ調布 石澤　天(イシザワ　タカシ)

第１２ブロック ＧＳハイム西調布 渡辺　カツ子

顧問 羽鳥　眞弘

根本　忠雄

（理事・ブロック長から選出）

　　会計及び財産の状況監査

　　会長・副会長の補佐

調布市自治会連合協議会　理事

第１３ブロック サンヴェール調布・多摩川 金子　忠義

　　渉外、バス旅行

役職名 候補者名（新任・再任）

会長 大森　和幸

石塚　克人
副会長 数名

林　清子



　（会長）

実施日

随時

５月

９月

２回/年

８回/年

１月

２回/年

９月

１１月

適宜

７月

３月

４月２８日

適宜

１０月

未定

未定

適宜

年末

３回/年

　随時

６

　調布市防災教育の日に関連した防災訓練への参加

　五中防災会 　初動訓練マニュアルの見直し　等

　英和・和英辞典を卒業記念として贈呈予定

　地域内清掃 　地域内公園、主要道路等の清掃作業

　第三小学校地区合同防災訓練への参加 （三小地区防災会）

　４月８日、１１月１１日、及び１月に自治会独自で実施

　年末見回り：１２月２８日、２９日

　立川防災館の見学・体験等に参加し知識の習得

　防災訓練（秋季）

　防災知識の習得

　防犯パトロール

　多摩川クリーン作戦

　調布市総合防災訓練

　３病院緊急医療救護所訓練（青木病院）

　バス旅行

　バーベキュー大会

　ゴルフ会

　テニス会

　防災訓練（春季）

　凧揚げ大会

　シニアサロン二本松

　敬老金

　西部ふれあいのつどい

　児童文化事業

　子ども会支援

　小学校卒業記念品

　シルバー世代を対象とした茶話会の開催

　７０歳以上の会員がいる１世帯に３，０００円

　賛助金２，０００円

　西部児童館の図書・備品等の整備支援

　リサイクル品回収作業等の環境美化対策に支援

　実施日：５／１３(日)、方面：秩父　羊山公園・いちご狩り・武甲温泉

　参加費２００円予定

　補助額２，５００円／人　（年間４８名以内）

　年８回　（会員数２０名以上の確保）

　独自多摩川クリーン作戦を併せて実施

　　　バス旅行は２年に１回の実施ですので、平成３０年度は実施します。（総会時には既に実施済みの企画です）

④　二本松地域内の環境美化と防災の取り組みを積極的に推進します

　（２）　分野別活動計画

主な分野別活動予定は以下の通りです。

　　　当自治会は京王閣や多摩川競艇場から清掃事業補助として、毎年多額の助成を受けています。

　　多摩川クリーン作戦の参加は勿論のこと、地域内の清掃活動には平成３０年度も積極的に取り組んでいきます。

　　　防災関連の行事には積極的に参加し、訓練や知識の習熟に努めます。また、防災関連情報を二本松自治会ホーム

③　調布市との「避難行動要支援者の支援に関する協定書」に基づく取り組みについて検討していきます

　　　災害時に自ら避難することが困難な方で支援を必要とする人々（高齢者・障害者等）に対して、二本松自治会として

　　どういう取り組みをするのか、支援内容等の検討をしていきます。

　　ページ等を活用して発信を行い、啓蒙活動についても取り組んでいきます。

　　　自治会活動の予定や結果報告は役員会で話し合うだけでなく、回覧、掲示あるいはホームページを活用して

　　幅広く情報の共有が得られるよう工夫していきます。

②　親睦と交流の活動をより一層定着したものとなるよう努めます

　　　バーベキュー大会、スポーツ部会等は恒例行事として交流・親睦活動が定着しています。

　　それぞれの行事内容を工夫し、さらに多くの会員が参加できるよう運営していきます。

　　　シニアサロンは延べ１４回の開催となり毎回２０名を超える参加者となり、多くの方々に支持されてきていますが、

　　事前準備等が大変ですので、色々と工夫してやっていきたいと考えています。

第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成３０年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

[Ⅰ]　平成３０年度　活動方針[Ⅰ]　平成３０年度　活動方針[Ⅰ]　平成３０年度　活動方針[Ⅰ]　平成３０年度　活動方針

　　　平成３０年度の活動方針を次の通り提案致します。

　（１）　基本方針

①　活発で開かれた自治会の運営に努めます

平成３０年度　分野別活動計画平成３０年度　分野別活動計画平成３０年度　分野別活動計画平成３０年度　分野別活動計画

分　　野 事　業　名 内容等

　役員会議事、行事の案内と結果報告　等
　URL：　http://chofu-nihonmatsu.com/
　問合：　info_desk@chofu-nihonmatsu.com

 広報・情報発信 　ホームページ運営

 環境美化

 防　災

健全育成

 高齢者支援

 会員親睦交流


