
H27年度活動報告一覧
H28年3月31日

Ｈ27年度行事・活動実績一覧（H27年4月～H28年3月）
項番 年月日 曜日 活動内容 出席者

1 2015/4/1 水 南部市民の家　受付(5月分)  仁科明雄南部市民の家委員
2 2015/4/12 日 第１回　役員会（含む新旧役員引継ぎ） 運営委員(新･旧)
3 2015/4/12 日 備蓄用非常食（カンパン）配布（1缶/世帯）/非常食入替え 志波防災部長・河野副会長
4 2015/4/12 日 防犯カメラ設置希望場所調査回覧 会長
5 2015/4/16 木 辻堂地区防災協議会役員会 志波防災部長
6 2015/4/19 日 辻堂西海岸町内会　定期総会 運営委員(新･旧)
7 2015/4/20 月 町内会役員組織表を市に提出 会長
8 2015/5/1 金 南部市民の家　受付(6月分) 仁科明雄 南部市民の家委員

9 2015/5/1 金
町内会だより№８発行（定期総会結果報告、主要行事日程、防
犯情報等）

会長

10 2015/5/7 木 辻堂地区生活環境協議会定期総会 橘川環境衛生部長
11 2015/5/7 木 社会福祉協議会代表者会議（流会） 会長
12 2015/5/8 金 辻堂地区防犯協会定期総会 吉田紀子 防犯部長
13 2015/5/10 日 第2回　役員会 運営委員
14 2015/5/10 日 第1回　防災委員会 防災委員・運営委員
15 2015/5/11 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
16 2015/5/13 水 辻堂地区社会福祉協議会総会 千野 社会福祉部長
17 2015/5/14 木 辻堂地区　交通安全対策協議会　定期総会 吉田茜 交通安全部長
18 2015/5/19 火 辻堂地区　防災協議会　定期総会（欠席） 志波防災部長
19 2015/5/21 木 防犯カメラ設置場所に関するヒアリング（藤沢警察署） 会長
20 2015/5/23 土 高砂地区　社会体育振興協議会総会 会長

21 2015/5/25 月
防犯カメラ設置事前協議①（市交通安全防犯課、道路管理
課）

会長

22 2015/5/26 火 日赤赤十字運動寄付金納入 会長
23 2015/5/26 火 辻堂地区　自治会長・町内会長連絡協議会　定期総会 会長

24 2015/5/31 日 第39回　ゴミゼロクリーンキャンペーン
高橋・橘川 環境衛生部長・会長・副会長・
運営委員・ 会員

25 2015/6/1 月 南部市民の家　受付(7月分) 仁科明雄南部市民の家委員
26 2015/6/1 月 防犯カメラ設置業者と設置場所の現地立会い①（見積書取得） 会長
27 2015/6/3 水 防犯カメラ設置業者と設置場所の現地立会い②（見積書取得） 会長
28 2015/6/3 水 第１回　防災・防犯パトロール（北班） 運営委員・防災委員・ 会員
29 2015/6/4 木 第１回　防災・防犯パトロール（中班） 運営委員・防災委員・ 会員
30 2015/6/5 金 第１回　防災・防犯パトロール（南班）　・・・雨天中止 運営委員・防災委員・ 会員
31 2015/6/7 日 辻堂地区防災講演会（欠席） 志波・伊藤 防災部長
32 2015/6/9 火 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
33 2015/6/10 水 防犯カメラ設置事前協議②（市交通安全防犯課） 会長
34 2015/6/14 日 第３回　役員会 運営委員
35 2015/6/15 月 公園清掃協力依頼（1・2区向け） 高橋・橘川環境衛生部長

36 2015/6/15 月
臨時総会（議題：監事辞任に伴う後任選任の件)開催（持ち回り
形式の総会、期間：6/15～7/7）

運営委員・組長

37 2015/6/17 水 辻堂消防第10分団協力会会費納入 会長
38 2015/6/18 木 防犯カメラ設置事前協議書提出（市交通安全防犯課） 会長

39 2015/6/21 日 公園清掃（6月）
高橋・橘川 環境衛生部長、副会長
1,2区運営委員 組長 会員

40 2015/6/21 日 辻堂消防第10分団協力会 定期総会 志波防災部長
41 2015/6/28 日 防犯灯設置希望箇所調査回覧 吉田紀子防犯部長
42 2015/7/1 木 南部市民の家　受付(8月分) 仁科明雄南部市民の家委員
43 2015/7/4 土 自治会・町内会応援セミナー（HP活用方法等） 橋本総務部長、会長
44 2015/7/4 土 辻堂地区　自治会長・町内会長連絡協議会・意見交換会　 会長
45 2015/7/4 土 各種団体H27年度会費納入 会長
46 2015/7/5 日 社体協・プール監視員講習会 曽我監事
47 2015/7/6 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
48 2015/7/7 火 救命講習会参加者募集回覧 会長

49 2015/7/10 金
町内会だより№９発行(防犯カメラ設置事前協議申請状況、海
岸ゴミゼロクリーンキャンペーン等)

会長

50 2015/7/11 土 町内会HP作成講習会 橋本総務部長
51 2015/7/12 日 第４回　役員会 運営委員
52 2015/7/12 日 橋本監事選出(持ち回り総会における選出確認) 運営委員
53 2015/7/12 日 公園清掃協力依頼（3・4区向け） 高橋・橘川環境衛生部長
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H27年度活動報告一覧
H28年3月31日

Ｈ27年度行事・活動実績一覧（H27年4月～H28年3月）
項番 年月日 曜日 活動内容 出席者

54 2015/7/13 月 地域諸団体会費納入 会長
55 2015/7/16 木 辻堂地区防犯協会青色防犯パトロール講習会 吉田紀子防犯部長
56 2015/7/17 金 「浜辺のDay」(生活環境協議会主催・海岸清掃活動) 橘川環境衛生部長

57 2015/7/19 日 公園清掃(7月)
高橋・橘川 環境衛生部長・会長・副会長
3,4区運営委員 組長 会員

58 2015/7/25 土 辻堂地区　防災協議会　防災リーダー研修 伊藤 防災部長
59 2015/7/26 日 社体協・プール監視員業務担当 曽我監事
60 2015/7/29 水 防犯灯設置申請書提出(5箇所申請) 吉田紀子防犯部長、会長
61 2015/7/30 木 敬老お祝い用クオカードに関する業者との打合せ完了 千野社会福祉部長
62 2015/7/30 木 辻堂地区防災協議会 志波防災部長

63 2015/8/1 土
組長交替(「会費納入のお願い」、「新たに組長を担当される皆
様へ」　配布)

運営委員、組長

64 2015/8/1 土 南部市民の家　受付(9月分) 仁科明雄南部市民の家委員
65 2015/8/1 土 社体協・第一回拡大実行委員会(大運動会) 曽我監事、橋本監事
66 2015/8/5 水 大運動会・ハロウィン参加申込回覧発行 橋本監事・曽我監事
67 2015/8/10 水 「辻堂駅にもご当地発車メロディーを！」賛同署名提出 会長
68 2015/8/11 火 公園清掃協力依頼（5・6区向け） 高橋・橘川環境衛生部長
69 2015/8/19 水 避難施設運営委員会(高砂小学校) 伊藤防災部長

70 2015/8/23 日 公園清掃(8月)
高橋・橘川 環境衛生部長・会長・副会長
5,6区運営委員 組長 会員

71 2015/8/24 月 一般コミュニティ助成事業申請実施(H28年度事業分) 会長
72 2015/8/29 土 社体協・第二回拡大実行委員会(大運動会) 橋本監事
73 2015/8/30 日 敬老のお祝いお渡し(クオカード配布、対象者108名) 千野・松本社会福祉部長・運営委員
74 2015/9/1 火 南部市民の家　受付(10月分) 仁科明雄南部市民の家委員
75 2015/9/2 水 第２回 防災・防犯パトロール(中班) 運営委員・防災委員・ 会員
76 2015/9/3 木 第２回 防災・防犯パトロール(南班) 運営委員・防災委員・ 会員
77 2015/9/4 金 防犯カメラ設置場所・市道路管理課との打合せ 会長
78 2015/9/4 金 放置自転車・市役所へ処理依頼 会長
79 2015/9/4 金 第２回 防災・防犯パトロール(北班) 運営委員・防災委員・ 会員
80 2015/9/5 土 社体協・第一回実行委員会(大運動会) 橋本監事
81 2015/9/7 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
82 2015/9/10 木 市民自治推進関係補助金申請実施 会長
83 2015/9/12 土 救命講習会(秩父宮記念体育館) 伊藤防災部長
84 2015/9/13 日 公園清掃協力依頼（7・8区向け） 高橋・橘川環境衛生部長
85 2015/9/13 日 第５回 役員会 運営委員
86 2015/9/13 日 第２回 防災委員会 防災委員・運営委員
87 2015/9/13 日 非常用発電機・消火器使用に関する実地訓練 防災委員・運営委員
88 2015/9/15 火 防犯連絡所・連絡員任命 吉田紀子防犯部長
89 2015/9/24 木 一般コミュニティ助成事業抽選会 千野副会長
90 2015/9/25 金 高砂地区大運動会プログラム配布 運営委員

91 2015/9/25 金
町内会だより№10発行（防犯カメラ取組み中間報告、防犯パト
ロール、防災機器使用訓練実施、公園清掃）

会長

92 2015/9/27 日 公園清掃（9月）
高橋・橘川 環境衛生部長・副会長
7,8区運営委員 組長 会員

93 2015/10/1 木 南部市民の家　受付(11月分) 仁科明雄南部市民の家委員
94 2015/10/2 金 津波浸水想定区域指定に伴う説明受け(市防災企画課より) 会長
95 2015/10/3 土 定例防災協議会、自主防災活動発表会 志波防災部長
96 2015/10/5 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
97 2015/10/11 日 第６回役員会 運営委員
98 2015/10/12 月 花壇の花の植え付け(砂場公園) 高橋・橘川 環境衛生部長
99 2015/10/14 水 辻堂地区防犯協会防犯キャンペーン 吉田紀子防犯部長

100 2015/10/15 木 高浜小学校/浜見小学校見守り活動 吉田紀子防犯部長
101 2015/10/18 日 高砂地区大運動会(高砂小学校) 橋本監事・曽我監事・運営委員
102 2015/10/22 木 防災ラジオ点検(会長宅) 会長
103 2015/10/24 土 ハロウィン 曽我監事・橋本監事・運営委員
104 2015/10/29 木 辻堂地区生活環境協議会 橘川環境衛生部長
105 2015/10/29 木 辻堂地区防犯協会辻堂駅頭キャンペーン 吉田紀子防犯部長

106 2015/11/1 日
津波浸水想定区域指定に伴う津波避難行動訓練(12区の一
部、13区、15区)

１２区の一部・１３区・１４区住民
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H27年度活動報告一覧
H28年3月31日

Ｈ27年度行事・活動実績一覧（H27年4月～H28年3月）
項番 年月日 曜日 活動内容 出席者

107 2015/11/2 月 南部市民の家　受付(12月分) 仁科明雄南部市民の家委員
108 2015/11/6 金 白浜養護学校見学会 千野社会福祉部長
109 2015/11/8 日 第７回役員会 運営委員
110 2015/11/8 日 第3回防災委員会 運営委員、防災委員、民生委員
111 2015/11/9 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
112 2015/11/9 月 赤い羽根・歳末たすけあい寄付金拠出 会長
113 2015/11/9 月 避難支援体制づくりアンケート提出 会長
114 2015/11/15 日 藤沢市一日清掃デー 運営委員・町内会全員
115 2015/11/15 日 公園に花の植え付け 高橋・橘川 環境衛生部長・運営委員

116 2015/11/29 日
①町内会安否確認・情報伝達訓練、②辻堂地区総合防災訓
練

運営委員・防災委員・町内会全員

117 2015/12/1 火 南部市民の家　受付(1月分) 仁科明雄南部市民の家委員
118 2015/12/2 水 第３回 防災・防犯パトロール(南班) 運営委員・防災委員・会員
119 2015/12/3 木 第３回 防災・防犯パトロール(北班) 運営委員・防災委員・会員
120 2015/12/4 金 第３回 防災・防犯パトロール(中班) 運営委員・防災委員・会員

121 2015/12/5 土
町内会だより№11発行（ハロウィン、大運動会、防災訓練、公
園花の植え付け）

会長

122 2015/12/7 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
123 2015/12/12 土 自治会長の集い 会長
124 2015/12/13 日 第８回役員会 運営委員
125 2015/12/13 日 公園清掃協力依頼(9区・１０区向け) 環境衛生部長

126 2015/12/20 日 公園清掃(１２月)
高橋・橘川 環境衛生部長・会長・副会長
9,10区運営委員 組長 会員

127 2015/12/22 火 防犯灯２基追加設置完了 吉田紀子防犯部長
128 2015/12/28 月 避難行動要支援者名簿受領（於：市民センター） 会長

130 2016/1/7 木 辻堂地区賀詞交歓会 会長・環境衛生部長
131 2016/1/9 土 第９回役員会(会長・監事・会計部長候補決定) 運営委員
132 2016/1/9 土 もちつき大会準備作業 運営委員
133 2016/1/10 日 もちつき大会 運営委員
134 2016/1/11 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
135 2016/1/11 月 新設防犯灯２基に管理番号シール貼付け 河野副会長、吉田紀子防犯部長

136 2016/2/1 月
町内会だより№1２発行（もちつき大会、防犯灯追加設置、公園
清掃、H28年度総会お知らせ）

会長

137 2016/2/7 日 公園清掃依頼(11区・１２区向け) 環境衛生部長

138 2016/2/14 日 公園清掃依頼(２月)（雨天により中止）
高橋・橘川 環境衛生部長・会長・副会長
11,12区運営委員 組長 会員

139 2016/2/15 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
140 2016/2/21 日 新・旧役員会(新役員候補決定)及び第１０回役員会 新・旧運営委員

141 2016/2/21 日
「津波浸水想定区域指定に伴う避難場所（目標）」についての
回覧（湘南新道より南側に位置する地区、１２区の一部、１３
区、１５区）

会長、防災部長

142 2016/3/2 水 第４回 防災・防犯パトロール(北班) 運営委員・防災委員・会員

143 2016/3/3 木
辻堂地区自治会長・町内会長連絡会議視察研修（温泉地学
研究所）

会長

144 2016/3/3 木 第４回 防災・防犯パトロール(中班) 運営委員・防災委員・会員
145 2016/3/4 金 第４回 防災・防犯パトロール(南班) 運営委員・防災委員・会員
146 2016/3/7 月 南部市民の家　定例会 仁科明雄南部市民の家委員
147 2016/3/13 日 第１１回役員会 運営委員
148 2016/3/13 日 公園清掃依頼(13区・１4区・１５区向け) 環境衛生部長
149 2016/3/13 日 会計監査実施 曽我・橋本監事、河野会計部長、会長
150 2016/3/15 火 春の全国交通安全運動地区推進会議 吉田茜交通安全部長

151 2016/3/19 土
第２回小地域ケア会議ワークショップ「地域の支え合い・お互い
さま」の地域づくりを目指す交流会

千野副会長

152 2016/3/20 日 公園清掃(３月)
高橋・橘川 環境衛生部長・会長・副会長
13,14、15区区運営委員 組長 会員

153 2016/3/27 日 第１２回役員会(総会資料製本&配布) 運営委員
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