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 回 覧  

         

岸根町町内会   201６年１０月９日  

 

岸根町のホームページが公開されました。奮っ

て閲覧、ご活用ください。スマホでも大丈夫で

す。   http://kishine.net/ 

是非ブックマーク（お気に入り）登録を！ 

 

1．配付物および回覧物 

1.1  配 布  

   ① かながわ 県のたより 10月号 

② 広報よこはま 港北版 10月号 

 1.2  回 覧  

① 地域防災拠点訓練 

② ペタンク講習会 

③ みかん狩り 

④ 学校だより（篠原西小）１０月号 

⑤ 学校だより（城郷小）１０月号 

⑥ 城郷小机地区センターだより ちいさな図書館 

⑦ 城郷だより（城郷小机地域ケアプラザ）10月 

⑧ 港北力 発見★通信 VOL．19 

⑨ かながわ教育月間 

⑩ かながわ人づくりコラボ  

 

                                    

２．町内会からの連絡・報告 

 2.1  9月の行事から  

http://kishine.net/
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   １５日（木） 敬老の集い １２：００～ ソシア２１(４３名参加) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２９日（木） 岸根うぇぶ（横浜市港北区岸根町公式 WEB サイト）公開  

     パソコンやスマホで岸根町関連の各種お知らせや情報が閲覧できます。                           

         

               （http:// kishine.net/）   

 

2.2  １０月の行事等 

 １日（土） 杉山神社ご祭礼 ９：００～１８：００（役員 8時集合）杉山神社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２日（日） 同撤収作業 ８：００～ 杉山神社 

５日（水） 町内会理事会 １９：３０～ 岸根クラブ   

 

 

 

（大勢の人出でにぎわいました） （演芸会：岸根高校生徒のダンス） 

http://www.kishine.net/
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  ８日（土） 配布物仕分け作業 １８：００～ 岸根クラブ 

９日（日）  防災・防犯パトロール １８：００～      

組長会 １９：００～ 岸根クラブ 

１０日（月・祝）城郷地区健民祭 ９：００～ 小机小学校 （9 日を延期） 

 １５日（土） 消防団・ポンプ操法優勝祝賀会 １８：３０～ ソシア２１ 

 ２０日（木） 岸根高校定期交流会 １９：００～ 岸根クラブ 

 ２１日（金） 岸根町 WEB サイト運営委員会 １９：００～ 岸根クラブ 

 ２９日（土） ペタンク講習会９：００～ 小机小学校 

 

2.3 11月の予定 

  ３日（木・祝） 城郷フェスティバル １０：００～ 城郷小学校 

 １２日（土） 配布物仕分け作業 １８：００～ 岸根クラブ 

１３日（日） 町内一斉清掃活動 ９：００～ 

城郷地区地域防災拠点訓練 ８：３０（クラブ集合） 城郷小学校 

      防災・防犯パトロール １８：００～      

組長会 １９：００～ 岸根クラブ 

２７日（日） みかん狩り ８：３０小机駅集合 

 第 3 回岸根見守りネットワーク会議 １４：００～ 岸根クラブ 

       （併せて岸根町の地域ケア会議も開催） 

 

 2.4 各部からの報告・連絡事項 

  総務部・防犯部・文化部・環境部・会計・防火防災部・保健衛生部・交通部・体育部                                               

2.5 各委員等からの報告・連絡事項 

環境事業推進員・青少年指導員・民生委員・消費生活推進員・支えあいの会、見守り

ネットワーク、他 

2.6 理事会からの報告（10／5 開催） 

 １ ９月理事会議事録の提示及び確認              

 ２ 会長より９月度連合町内会よりの報告 

   （区連関係）・平成２９年 4月 1日開所の保育所等（岸根町には無し） 

認可保育所                   １２か所 

小規模保育事業（０～２歳児対象とした６～１９人） 1か所  

            ・第２１回港北区ペタンク大会が 11月２０日（日）８：３０～ 

                         樽町（多目的）広場にて開催される。。 

      （行政関係）・区内の刑法犯は減っている。岸根も７件で昨年同期より１０件減 

             只、「おれおれ詐欺」は増加している。 

            ・火災件数は横ばい（４１件）だが主な原因は放火 

                     （ 詳細は省略 ）       

 ３ ９月度収支報告  

会計より収支報告書を基に収支供順調に推移しているとの報告 
    ４ 「敬老の集い」につき総務部長より振り返りがなされ、最終的には４３名にて 
      実施されたのだが最終確認や告知の方法で参加者が増やせないか、あるいはほか

に敬老の意を表す方法は無いか等の問題提示があった。 
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    ５ 「岸根杉山神社ご祭礼」につき文化部長より事故もなく全体として好調裡に終了
したとの報告があり、各部署の担当より以下のような反省や意見が出された。 

            ・案内配布先リストを受付に用意して欲しい 

            ・案内状の「祭り」開催時刻を準備完了後にしたほうが良い 
            ・演芸会に司会者補佐がいたほうが良い 
            ・雨対策として相当大きなブルーシートを用意しておく 
            ・駐輪スペースの確保のため自動車整理が必要で誘導員が必要か 
            ・撤収作業の際廃材焼却を利用した「焼きそば」は嬉しかった 
                         等々 
      参加者数は６００名とする。 
    ６ これらを基に「実行委員会」の反省会を実施する。                           

７ 「城郷地区健民祭」の実施及び参加要領について体育部長より説明があった。 
  日時 １０/９（日）９：００集合  会場 小机小学校 
  役員配置につき文化部長より説明があり、「弁当配布」は以下のようにする。 

      弁当を６０食用意→すべて「弁当券」と引き換えとする→弁当券は 
      会場「弁当券受付」にて配布→事前申込者（１０/５現在４４名）記入済

のリストを用意しその人を優先する→余裕があれば当日参加の方も受付
け６０食になれば打ち切る→但し３歳未満の幼児には遠慮していただく 

      ・物品必要の用意は前日「仕分け作業」の後に実行   
 ８ 「城郷フェスティバル」の実施と対応について文化部長より説明があった。 
   日時 １１/３（木・祝）９：３０  会場 城郷小学校 
   岸根町内会は過去同様フランクフルトソーセージを販売（５００本） 
   テント大小６張り、テーブル９台の貸出  
      前日 資機材搬入・会場設営（テント張り）‥ 役員が対応 
      当日 ８：００集合にて現地へ 模擬店要員約８名の他城小高学年生を 

      募集する。 
９  役員選考委員会につき会長より会長・委員会委員長名にて告知文を回覧する旨の 
  説明があった。 

   １０ 民生委員・児童員の改選に伴う推薦は２名欠員となり来年４月の新規推薦時に向
けて努力する旨の報告があり会長より一層の協力を求められた。 

   １１ 会長より「岸根町ウェブサイト運営委員会」の報告があった。 
      順調に推移し９月２９日に公開した。閲覧は URL http://kishine/net/ 

           WEBサイトへの書き込み権限は 町内会三役（６名）奉賛会（２名）消防団（１
名）囃子連（１名）とする。活用方法はこれからの課題。 

   １２ その他 

 ・ 体育部長よりミカン狩り（11/27）ペタンク講習会（10/29）の案内回覧要請
があった。 

・  防火防災部長より今期の町内防災訓練として１月２２日に防災センターの 
見学研修を実施する旨の報告があり、詳細は後日発表する。 

・  ２８年度の「赤い羽根募金」は昨年同様町会として２０万円を一括納入する。 
・ 「地域防災拠点訓練」は運営委員会（１０／６）後文書を作り「回覧」等にて 

広報する。 
            ・ 次回は１１月９日（水） １９：３０～ クラブ 
                   

以 上 

 

次回の組長会は１１月１３日（日）午後 7 時です。 

http://kishine/net/


 

 

平成２８年１０月 ９日 

岸根町町内会 会員 各位 

 

 

岸根町町内会 会長 浜田正二 

選考委員会 委員長 皆川安夫 

 

 

岸根町町内会 役員（四役）候補者の推薦について 

 

 町内会会員の皆様には、日頃から会の運営に対しご理解ご協力をいただき感

謝申し上げます。 

 さて、町内会の役員（四役）の任期は会則により２年間と定められており、

今年度末をもってその任期が満了となるところから、９月の組長会議の終了後

に選考を取り進めるための選考委員会を会則第６条の規定により発足いたしま

した。四役（会長 副会長 会計 監事）選考の手順は、町内会内規により取

り進めることとなりますが、会則第１０条の規定により、役員（四役）候補者

は広く会員から推薦を受け付け、選考委員会はこれを選考の参考にすることと

しております。 

 つきましては、下記により候補者の推薦を募りますのでご承知願います。 

 

記 

  

１．推薦又は応募資格  町内会会員及びその家族で自薦又は他薦 

 

２．期 間    概ね１１月１０日頃まで 

 

３．推薦又は応募の様式  自由な書式とします。但し、推薦した人（誰が）

の氏名及び推薦する人（誰を）の氏名及び連絡先を記載願います。 

      自薦の場合はその旨を記載ください。 

  

４．提出方法  推薦用紙は、封筒に入れて封をし、上記の期限までに組長さ

んに提出願います。   

  

以上 

回覧 
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