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［二本松自治会 役員会資料］ 

 令和 ４年（２０２２年） １２月 ３日 

令和４年度 第７回役員会 議事録 

         進行 平山企画 

         書記 川崎企画 

以下、本文中「敬称略」 

１． 活動報告と今後の予定 

[活動報告]  

（１） １１月 ６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：１０名 

（２）１１月１３日（日） 秋の多摩川クリーン作戦＆二本松自治会独自クリーン作戦  参加者：１７名、３４名 

   （３）１１月１３日（日） ＡＥＤ電極パッドの交換実施               参加者：大森、羽鳥 

   （４）１１月１３日（日） 調布市 LINE公式アカウントで「道路の不具合」を通報しました   参加者：大森、羽鳥 

   （５）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    参加者：１９名 

   （６）１１月２０日（日） 令和４年度西部児童館まつり                   参加者：井下・西本 

   （７）１１月２２日（火） 令和４年度安全対策セミナー                      参加者：大森・石塚・西本 

   （８）１１月２４日（木） 上石原３丁目バス停周辺横断歩道信号設置要望書の件、調布警察署訪問 

   （９）１１月２９日（火） 第三小学校地区まちづくり協議会 理事会         参加者：石塚 

                                                                                                       

 ［今後の予定］ 

（１）１２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      １０時～１１時 

   （２）１２月２８日（水）・２９日（木） 年末見回り ＳＯＧＩサポートセンター様駐車場集合    ２０時～２１時 

   （３） １月 ７日（土） 新旧役員会新年会                               中止 

   （４） 1月 ７日（土） 役員会                                       １９時～ 

   （５） １月２１日（土） 第１９回親子凧揚げ大会                 １３時～ 

    

  [調布市自治会連合協議会活動報告及び活動予定] 

   （１）１１月２２日（火） 令和４年度安全対策セミナー              参加者：林 

   （２）１２月 ６日（火） 第９回役員会                               １３時半～ 

   （３）１２月１９日（月） 第９回理事会                                  １３時半～ 

   （４） １月２１日（土） 調布市自治会連合協議会５０周年記念式典               １４時～１６時 

   （５） ２月 ６日（月） 太川 陽介さん講演会 

    

２．報告・審議事項  

   （１）令和４年度安全対策セミナーについて         ＳＤＧｓ【目標３・１１・１６】    報告者：大森 

 開催日：２０２２年１１月２２日（火） 場所：文化会館たづくり１２階 大会議室 １３時開場 

[セミナー模様] 参加者数：８８名 

      ２部制で行われ、第１部では３自治会の代表者が(緑ヶ丘二丁目自治会会長 森田さん、大町自治会 

     文化担当 柳沢さん、二本松自治会会長 大森)各自治会の活動ＰＲと防災の取り組みなどを発表しました。 

      続いて自治連協 門傳(モンデン)副会長の無線機訓練の報告、社会福祉法人東京コロニー 千葉営業課

長の携帯トイレの紹介と、(有)稲城防災設備伊藤取締役の感震ブレーカー紹介がありました。 

      休憩後の第２部は、調布市総合防災安全課 大橋防災対策係長と調布消防署地域防災担当係長の 

     河内消防司令による、行政の日々の活動と安全対策についてのお話しがありました。 

      自治連協 林安全対策委員長（二本松自治会副会長）の、スムーズな司会進行により無事閉会となりました。 

  以前「防災市民組織リーダー研修」に参加した際、無事を表す布をベランダ等に掲示する取り組みについ

て市の担当者から検討していると紹介があった。自治会としても検討してみては ・・・ 川崎企画 

 

   （２）西部児童館まつり ＜活動報告＞              ＳＤＧＳ【目標３・１０・１１・１７】    報告者：井下 

      開催日：２０２２年１１月２０日（日） １０時～１５時 

       西部児童館まつりが３年ぶりに開催され、二本松自治会から井下企画と西本企画が子どもたちのゲーム
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運営のお手伝いとして参加しました。 

 

   （３）上石原３丁目バス停付近横断歩道・信号設置要望書に関する打合せ      報告者：大森 

        ※別紙議事録あり（調布市、調布警察署） 

        

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 

   実施報告：１１月６日（日）の練習会参加者は１０名でした。 （大人９名、子供１名） 

      次回開催日時：令和４年１２月１１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：１２月２５日（日）午前１０時～１２時＞ 

 

（２）第３６回二本松自治会ゴルフ大会 ＜結果報告＞      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 

   開催場所：東宝調布ゴルフコース （９ホール） 

   参加者数：１９名 （男性１３名、女性６名） 

     優勝：北村（光）さん  準優勝：松澤(秀)さん  三位：宋さん 

 

（３）秋の多摩川クリーン作戦＆二本松自治会独自クリーン作戦 SDGs【目標１２・１４・１５】 報告者：大森 

７時４０分～７時５０分 自治会エリア内清掃 参加者：１７名 

           ８時～８時３０分     多摩川クリーン作戦  参加者：３４名 

                 ～お疲れさまでした～ 

 

（４）年末見回りの実施について                 ＳＤＧｓ【目標１１・１６】     報告者：大森 

開催日時：２０２２年１２月２８日（水）・２９日（木） ２０時～２１時 

集合場所：SOGIサポートセンター様 駐車場 （案内チラシ参照） 

 

（５）第１６回親子凧揚げ大会開催について          ＳＤＧｓ【目標３・１０・１１・１７】   報告者：大森 

   開催日時：２０２３年１月２１日（土）１３時～ 

   集合場所：多摩川河川敷 （案内チラシ参照） 

     新型コロナウイルス第８波で感染拡大傾向ですが、凧揚げ大会は屋外での実施であり、家族単位    

での行動が多く、他の家族との距離も確保できるので実施いたします。 

     なお、例年同時開催している独自多摩川クリーン作戦は、時間短縮と役員の負担軽減を考えて    

行わない事にしました。 

 

（６）ＡＥＤ電極パッドの交換を実施  【報告】         報告者：大森、羽鳥 

   ＡＥＤの電極パッドが１１月末で使用期限を向えることから、下記の通り電極パッドの交換を行いました。 

   実施日時：令和４年１１月１３日（日） 午前９時頃（多摩川クリーン作戦終了後） 

      ＡＥＤ設置場所：SOGIサポートセンター様 駐車場脇 

 [セルフテスト結果] 機器が自動で試験をして結果をサーバ経由で送ってきます 

  実施日時：2022/11/13 11:18 ／ パッド期限：2025年 2月 ／ BATT残量：63% ／ 環境温度情報：17℃ 

   バッテリ廃棄期限：2025年 5月 22日 ／ その他異常：なし ／ 総合結果：正常 

 [その他] 交換した古い電極パッドは、ＡＥＤデモを行う時などに利用いたします 

      非常事態での使用に備え、事前に設置場所を確認下さい。また、使用後は、箱内設置の連絡先（二本松自

治会長）に電話等願います。 

       

（７）調布市 LINE公式アカウントで「道路の不具合」を通報しました 【報告】    報告者：大森、羽鳥 

  調布市の LINE に友達登録すると、各種イベントや災害時の緊急情報などがタイムリーに届くほか、画面

上の知りたい情報項目をタップするだけで関連情報を見ることができます。この機能を利用して下記情報を

通報しました。 
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 [使用ツール] 調布市 LINE公式アカウントの「道路等の情報提供/通報」 

     ※市報ちょうふ No.1717 2022/7/20 に紹介と登録方法の記事があります 

 [通報方法] 不具合箇所や状況の分かる写真をスマホカメラで撮影し、投稿 

 [通報内容] 道路の「止まれ」表示と「停止線」が消えて見えなくなった丁字路の情報を送信 

 [対象箇所] 調布市多摩川 2-2-1付近 （４ブロックと東宝スポーツパークの間の丁字路） 

 

（８）接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の機能停止について 【情報共有】      報告者：羽鳥 

厚生労働省とデジタル庁が連携しながら保守・運用管理を行っている新型コロナウイルス接触確認アプ

リ（COCOA）は、２０２２年１１月末を以って機能停止いたしました。スマートフォン等にあるアプリを開いて機

能停止手続きを行って下さい。その後、アプリのアンインストールを行って下さい。 

 

   （９）理事（ブロック長）の交代について                                 報告者：大森 

      第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川の理事２名が交代します。 

       旧理事 森田 彩子さん        ⇒      新理事 江越 顕太郎さん （４１７号室） 

       旧理事 竹之内 明子さん       ⇒      新理事 濱田 美香さん   （７２２号室） 

 ～お疲れさまでした～                 ～よろしくお願いします～ 

 

      １２ブロック GSハイム西調布の理事２名が交代すると報告がありました。 

        新理事 種市さん、増沢さん 交代届け受領 → 役員・理事連絡一覧に記載して次回の役員会に提出 

 

４. 回覧物 

（１）西部公民館だより （１２月号）                              調布市西部公民館 

（２）西部児童館まつり 活動報告                                    二本松自治会 

（３）２２年１１月度テニス部だより                               二本松自治会 

（４）第３６回二本松自治会ゴルフ大会レポート                        二本松自治会 

（５）年末見回り 参加者募集                                       二本松自治会 

（６）第１６回親子凧揚げ大会 開催案内 

 

次回役員会開催日 ： 令和５年  １月 ７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/ 


