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［二本松自治会 役員会資料］ 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 ４年（２０２２年） １０月 １日 

令和４年度 第５回役員会 会長報告 

以下、本文中「敬称略」 

１． 活動報告と今後の予定 

[活動報告]                                                               

（１） ９月 ４日（日） ２０２２年度敬老金支給                            対象者：１４７名 

   （２） ９月１１日（日） 二本松テニス部練習会 場所：東宝調布テニスクラブ            参加者：１３名 

   （３） ９月１４日（水） 令和４年度京王閣競輪場周辺地域対策補助金交付 決定 

   （４） ９月１６日（金） 令和４年度西部児童館まつり第２回実行委員会 開催           参加者：井下 

   （５） ９月１７日（土） 上石原３丁目バス停周辺横断歩道信号設置要望書 説明会      参加者：林  

   （６） ９月３０日（金） 西部ふれあいのつどい第三回実行委員会 開催              参加者：石塚 

   （７） ９月３０日（金） 令和４年度避難行動要支援者名簿 発行                     参加者：大森 

   （８）１０月 １日（土） ＨＰ立上自治会の利用事例の紹介及び意見交換交流会         参加者：羽鳥 

    参加１７自治会、発表３自治会(サレジオ団地自治会、西部飛田給自治会、小島町第九自治会) 

                                                                                                       

 ［今後の予定］ 

   （１）１０月 ９日（日） 二本松テニス部練習会 場所：東宝調布テニスクラブ           １０時～１２時 

   （２）１０月１０日（月） 西部ふれあいのつどい 場所：第三小学校 体育館             １１時～１４時半 

   （３）１０月１２日（水） ２０２２年度安全対策セミナー事前打ち合わせ              １０時半～１１時４５ 

   （４）１０月２９日（土） 令和４年度調布市総合防災訓練 場所：多摩川左岸河川敷      ９時～１１時 

                                   広報展示 場所：調布市役所前広場      １２時半～１５時  

   （５）１０月２９日（土）～１１月６日（日） 第６７回調布市民文化祭 西部地域文化祭  

９時～１７時（最終日は１５時まで） １０月３１日（月）は休館 

   （６）１１月 ９日（水） 第１９回シニアサロン二本松 開催                     １０時～１１時 

   （７）１１月１２日（土） 令和４年度第６回二本松自治会定例役員会                  １９時～ 

   （８）１１月１３日（日） 二本松自治会エリア内清掃                             ７時４０～７時５０ 

                   ＆春の多摩川クリーン作戦                           ８時～８時半 

   （９）１１月１３日（日） 二本松テニス部練習会 場所：東宝調布テニスクラブ          １０時～１２時 

   （10）１１月２０日（日） 第３６回二本松自治会ゴルフ大会 場所：東宝調布ゴルフコース    ８時半集合 

   （11）１１月２０日（日） 令和４年度西部児童館まつり 

    

  [調布市自治会連合協議会活動報告及び活動予定] 

   （１） ９月 ６日（火） 令和４年度第６回役員会                                参加者：林 

   （２） ９月２０日（火） 令和４年度第６回理事会                                参加者：林 

   （３）１０月 ４日（火） 令和４年度第７回役員会                               １３時半～ 

   （４）１０月１２日（水） 安全対策委員会                                   １０時半～ 

   （５）１０月１８日（火） 令和４年度第７回理事会                                 １３時半～ 

   （６）１１月 １日（火） 令和４年度第８回役員会                                 １３時４５～ 

   （７）１１月 ８日（火） 令和４年度第８回理事会                                 １３時半～ 

   （８）１１月２２日（火） 令和４年度安全対策セミナー 

                 場所：文化会館たづくり１２階 大会議室 １３時開場          １３時半～１５時半 

回 覧 

自分の住む町をきれいにしましょう！ 

  笑顔で明るい挨拶！ 

  明るく住みやすい町をつくりましょう！ 

  － 二本松自治会は、京王閣及び多摩川競艇場から環境美化の補助金を得ています － 

  － 二本松自治会は、２０２２年度よりＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)達成への取組に協力していきます － 
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２．報告・審議事項  

   （１）西部ふれあいのつどい第３回実行委員会について  SDGs【目標３・１１・１７】       報告者：石塚 

 

   （２）西部児童館まつり第２回実行委員会について     SDGs【目標３・１１・１７】          報告者：井下 

      開催日：２０２２年１１月２０日（日） 

           今年の児童館まつりは飲食無しの為、二本松自治会はゲーム担当になりました。 

             （井下企画と西本企画がお手伝い予定） 

 

   （３）「上石原３丁目バス停周辺横断歩道信号設置要望書」歩道、植栽に関する説明会     報告者：林 

    

（４）調布市総合防災訓練について               SDGs【目標３・１１・１６】     報告者：大森 

      日時：２０２２年１０月２９日（土）９時～１１時  （訓練見学）  

                         １２時半～１５時（広報展示）  

                            （小雨決行・荒天及び感染症拡大状況により中止の場合あり） 

      会場：調布市多摩川７丁目１９番地先 多摩川左岸河川敷 （訓練見学） 

           調布市小島町２丁目３５番１号  調布市役所前広場 （広報展示） 

      

参加者：大森、羽鳥、平山、川崎、高橋(巌)、和泉、福田 

 

   （５）支給規則新設の件                                     報告者：大森  

 出産祝い金、小学校入学祝い、高校入学祝い、成人祝い、還暦祝い、転入祝い、等 

 

 

   （６）京王閣競輪場周辺地域対策補助金交付決定について  SDGs【目標１２・１４・１５】    報告者：大森 

       令和４年度京王閣競輪場周辺地域対策補助金について、下記のとおり交付決定しました。 

        交付決定額 ５６６，４００円 

        交付期日   令和４年９月３０日                                              

 

（７）令和４年度避難行動要支援者名簿について         ＳＤＧｓ【目標３・１１・１６】      報告者：大森 

         今年度の要支援者数は１１８名です。 

         （昨年度比 ６名増） 

 

   （８）ＨＰ立上自治会の利用事例の紹介及び意見交換交流会について ＳＤＧｓ【目標１１・１７】 報告者：羽鳥 

 

   （９）２０２２年安全対策セミナー                 SDGs【目標３・１１・１６】     報告者：大森 

      開催日時：２０２２年１１月２２日（火） １３時半～１５時半  開場１３時 

      開催場所：調布市文化会館たづくり１２階 大会議室 

       ～活発な自治会活動と調布市総合防災・消防署の取り組みについて（パネラートーク）～ 

       ・防災と地域活動紹介-二本松自治会、大町自治会、緑ヶ丘２丁目自治会 

       ・調布消防署 警防課 

       ・調布市総合防災安全課 

      定員：１００名（申し込み順） 

 

３. 事務局報告 

（１）二本松テニス部 ＜練習会報告・開催案内＞         SDGs【目標３・１１・１７】    報告者：平山 

   ９月１１日（日）の練習会参加者は１３名でした。 （大人１２名、子供１名） 

      次回開催日時：令和４年１０月９日（日）午前１０時～１２時 

      開催場所：東宝テニス調布テニスクラブ  ＜予備日：１０月３０日（日）午前１０時～１２時＞ 



- 3 - 

 

（２）シニアサロン二本松 ＜開催案内＞             ＳＤＧｓ【目標３・１１・１７】    報告者：西本 

開催日時：２０２２年１１月９日（水） １０時～１１時 

集合場所：コスモ・ザ・パークス調布多摩川 正面玄関 

開催場所：１階 コミュニティプラザ 

申込締切：２０２２年１１月４日（金） 

                                                                          

（３）第３６回二本松自治会ゴルフ大会 ＜開催案内＞ ＳＤＧｓ【目標３・１１・１７】     報告者：平山 

    開催日時：２０２２年１１月２０日（日） スタート午前９時 

                          （集合８時３０分） 

   開催場所：東宝調布ゴルフコース （９ホール） 

          調布市多摩川２-２９-１       ０４２-４４４-０００７ 

   募集人員：２０名【５組】予定 （申し込み先着順） 

   会   費：３，０００円予定 

   申込締切：２０２２年１１月６日（日） 

 

（４）秋の多摩川クリーン作戦＆二本松自治会エリア内清掃活動について         報告者：大森 

SDGs【目標１２・１４・１５】 

   実施日時：２０２２年１１月１３日（日）７時４０分～７時５０分 自治会エリア内清掃 

                          ８時～８時３０分     多摩川クリーン作戦 

          役員、理事（ブロック長）の皆さんご協力をお願いいたします。 

 

（５）脳の健康チェックフリーダイヤルの概要と無償トライアルについて（紹介） SDGs【目標３】 報告者：羽鳥 

AI により認知機能の状態を測定できるサービス「脳の健康チェックフリーダイヤル」の無償トライアルを、

世界アルツハイマーデーである 2022年 9月 21日より開始しました。（NTT Com提供） 

「脳の健康チェックフリーダイヤル」は 20 秒程度の発話での発話内容(年齢/日付)と声の質をもとに、AI

が認知機能の変化を測定することができるサービスです。 

「脳の健康チェックフリーダイヤル」は以下の手順で認知機能の確認を実施することができます。 

① ０１２０ ４６８ ３５４ へ発信 

② 本日の日付を発話 (西暦何年、何月、何日、何曜日) 

③ 年齢を発話(何歳) 

④ 回答内容や話し方から AIが認知機能の状態を判定 

 

４. 回覧物 

（１）西部公民館だより （１０月号）                              調布市西部公民館  

（２）西部地域文化祭                                          調布市西部公民館 

（３）西部ふれあいのつどいのお知らせ                           調布市社会福祉協議会 

（４）２２年９月度テニス部だより                                二本松自治会 

（５）シニアサロン二本松 開催のご案内                                  二本松自治会 

（６）多摩川クリーン作戦参加のご案内兼自治会エリア内清掃活動実施について 二本松自治会 

（７）第３６回二本松自治会ゴルフ大会のご案内                           二本松自治会 

（８）２０２２年安全対策セミナー「わが町はオラ達が守る」                    調布市自治会連合協議会 

（９）令和４年度自治会ホームページ立ち上げ 無料講習会参加者募集         調布市自治会連合協議会 

 

次回役員会開催日 ： 令和４年  １１月１２日（土） １９時００分～  （場所：西部公民館 第一学習室） 

以上 

二本松自治会ホームページ  http://www.chofu-nihonmatsu.com/ 


