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『町会 だよ りJは 平成 17年 5月 19日 に第 1号 を発行、平成 25年 4月 に第 100号 、そ して、
7年 を経過 し、大 きな節 目である 200号 に達 しま した。毎月 1回 、第 2週 土曜 日の役員会終了後
に、定期的 に発行 しています。 A4サ イズで紙面の制限があ りますが、町会活動を中心 に して、言ト
報や 近隣の地域の動向な どを 町会短信 で伝 えています。町会活動がな ければ 『町会 だよ りJを 発
行する ことは難儀 です。今後 も引き続 き、町会か ら情報を発信 します。編集 内容について も、 どん
どんご意見をお寄せ 下さい。「町会だよ り」は安全・ 安心 で住みよいまちづ くりにむけたみんなの生
活情報紙 です。な お、ホ ームペー ジ 「船 田町会通信」も併せてご覧 ください。

犯罪抑止のため に防犯カメラの設
令和 3年 度年間町会費負担を2,00
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<令 和 3年 度活動計画、予算案 >

を計画 します。
減額 します。

町会 は 4月 3日 、第 12回 役員会を開催 し、令和 3年 度 の活動計画、 予算案、会則 の一部改正案、役員改
選の 1年 延期などを決定 しま した。活動計画は今後、コロナ禍 が解消 されるか どうか見通 しが立たない中で、
感染拡大防止 に最大限の配慮を しなが ら、安全 。安心 の まちづ くりを推進 していきますが、 とくに、懸案 と
な って いる防犯カメラの設置を重点課題 と して取 り組 むことに しま した。 また、予 算案 について は、前年度
コロナ禍 によって活動が大 幅 に制限されたことか ら、予想以上の繰越金 が生 じま した。家計負担を軽減する
ために、年間町会費 4,200円 を 2,200円 にすることに しま した。 さらに、平成元年度 に制定 した特別
会計の町会異常時積 立金 に 100万 円を積み立 てることに しま した。細部は議案書を参照 してください。

書 面 表決書 の 提 出 は 4月 19日 まで に組長 さん ヘ
第 65回 船田町会定期総会 の議 案書 お よび書面表決書は 4月 7日 以降、全戸配布 します。すで に明 らか に
したように定期総会 は中止 し、書面表決を実施 しますので、4月 19日 までに各組長 さんへ 届 けてくださ い。
提出がなか った場合 は役 員 が回収 に廻 らなけれ ばな りません。役員の負担を軽減するためにも、ぜひご協力
をお願 い します。組長は各区によ つて新旧どちらが扱 うか違 いが あ りますので確認 してください。
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2月 27日 ご逝去
3月 3日 ご逝去
3月 25日 ご逝去
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□お悔やみを申 し上 げます
6区 鈴木
博様 (享 年 85歳 )
7区 秋 山 英雄様 (享 年 91歳 )
8区 笹森 正樹様 (享 年 49歳 )

□子供会会長 に鋸本 さん(9区 )、 防犯部長 に川越 さん(7区 )
船田子 ども育成会 は 3月 7日 、定期総会を開催 し、野村純子さんに代わ つて鋸本吉弘さんが新会長 に選任
されま した。 また、防犯部 は 3月 27日 に定期総会を開催 し高部さんに代わ つて川越光夫さんが部長 とな
りま した。なお、防犯 部 は この 日、「子供 の安全 J「 特殊詐欺 J「 不審者 は通報をJ「 車上狙 い注意」な ど高
尾防犯協会か ら配布 された 55本 ののぼ り旗の一部を沿道 へ建 てま した。残 りについて は防犯パ トロール
の際 に立てることに しま した。のぼ り旗の設置個所で協力をお願 いすることがあ りますので、よる しくお
願 いいた します。
□琴平 。山王神社 の例祭 (5月 3日 )は 中止、神事 のみ実施
琴平 ・ 山王 神社 は毎年 5月 3日 、 お神楽な ども出 して盛大に例祭 を行 つていますが 、新型 コロナウイルス
感染 の リバ ウン ドが加速 している状況の中で 中止する ことを決定 しま した。氏子 による神事は実施 します。

