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平成 31年 2月 10日
発行責任者 平塚 忠勇

「自分たちの まちは自分たちの手で』役 員査代 を控えて

平成 30年 度 もあ と 2ヶ 月 で終 了 しようと して います 。町会 は毎年 4月 29日 (祝 )に 定期総会 を開催 して
いますが、来年度 は役 員改選 の年 に当た ります。 2月 9日 開催 した第 10回 役員会 では役員選考委員会 を設
置 して、 町会 三役 の選考 作業を進めてい くことを確認 しま した。同時 に、各区の区長、理事、組長 について
も 3月 31日 まで に報告する ことを決定 しています。各区の選出作業 についてはそれぞれの区の実情 に合わ
せて 自主的 に選出 していただいていますが、 ご くご く一部で 「役員 にな りた くな いJと いう意思表示 があ り
大変困 っているという話も聞 きます。町会未加入者のなかでも これを理由に取 り上げている方も少な くあ り
ません。 ご存 じの とお り町会 は、住民 の皆 さんが協力 して地域 の安全・ 安心 に取 り組 む とともに、住民の親
睦を図 り、住みよいまちづ くりを 築 いてい くための団体 です 。 つ ま り、「自分たちの町を 自分 たちの力でよ
りよいまちに してい くJと いうもので役員 の任 務 、役割は極 めて重 要 と言わ ざるを得 ませ ん。「役員 にな り
た くないJと いう人が増 えた ら町会組織 は維持で きません。船 田町会結成 60年 の歴 史も多 くの人たちの支
援 と協力が不可欠 で した。改選 によ り来年度の役員 とな られる方 はこのような認 識 のもとに、ぜひご協力を
お願 いいた します。

平威 31年 E町 彙役員選考委員 会を設置

町会 は 2月 9日 、第 10回 役員会 で 、平成 31年 度役員選考委員を選出 し、役 員選考作業 を進 める ことを
確認 いた しま した 。選考委員会 は従来の経 緯 に踏 まえ、三役 1、 区長 2、 協力団体 2の 合計 5名 で構成 し、
3月 末 までに会長、副会長、書記、会計、会計監査の候補者を選出することにな ります。
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油井千代市 (三 役 )
渡辺 四郎 (8区 区長)岡 本 和巳(11区 区長)
高部
勇 (防 犯部長 )鎌 苅千鶴子 (レ デイース クラブ会 長)

□当面 10名 を 目標 に して船田町会交通安全部 の再建対策を協議
町会には8つ の協力団体があり、様々な活動を通して町会活動に協力していただいて

います。とくに安全 。安心 のまちづ くりにとつて防犯、防災とともに重要なのが交通安全であります。残
念ながら交通安全部 (部 長 :桑 原 守)の 組織 は高齢化が進む中で一番脆弱な組織 でわずか 3人 しかいませ
んで した。 しか し、 1月 以降に 2人 が加入 してや つと 5人 とな りま した。 2月 6日 、全員が参加 してどう
再建するかを議論 し ました。 とりあえず部長代行に新たに加入 した渡辺 四郎さん(8区 )を 充当 して、交通
安全部の任務が遂行 できるよう当面 10名 を目標に して組織の拡大を図る ことを確認 しま した。子供や高
齢者を交通事故から 守るために協力できる方はご連絡をお願 いいた します。
□ 巧 妙 な特 殊 詐 欺 が 急 増 、「 カ ー ドJの 詐 取 に気 を つ け て
警視庁は 2月 8日 、都内の昨年の特殊詐欺事件が過去最高 とな ったと発表 しま した。類型別では有料サイ
ト利用料などの 『架空請求詐欺Jや 医療費などの 「還付金詐欺Jが 増加 し、その手日はキャッシュカー ド
やク レジットカー ドの手渡 しが現金手渡 しを上回 りま した。「カー ドJを 安易に手渡す ことは危険です。
また、高尾警察署管内では 4月 末の天皇陛下の退位を悪用 した商法が急増 しているようです。困 つた とき
は 「消費者ホットライン (局 番な しの 188)Jま で連絡 してください。
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□ 1区 3組 (う ぐ いす 台 南 )で 新 た に 4世 帯 が 町会 加 入
′新興住宅地のうぐいす台南にはすでに 22世 帯 が転入 してきま したが、 1月 に新たに 4世 帯が加入を し
これで 11世 帯 とな りま した。町会 では 引き続 き、未加入世 帯 に対 して加入促進 の取 り
組 みを強化 します .

子供金の麟つき大彙 &新 旧菫送理彙
3月 3日 (日 )船 田会館

10時 か ら 子供会 に加入 して参加 しましょう
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