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虹ヶ丘自治会 第 5１期定期総会議事録 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                 

 開催日時：平成 3１年３月 2４(日) 午前１０時～１２時 場所：虹ヶ丘自治会館１階 
 

司会 佐藤隆樹 副会長  
書記 桜岡磨理 平成 30 年度総務担当、木内和彦 平成 31 年度総務担当 

 
冒頭、司会の佐藤副会長より議案書の訂正箇所がないか確認。ない旨をご了承頂き、下記次第に沿って

総会を開催した。 
 
１．資格審査（報告者 出崎総務）  
     総世帯数 346    ……………346×2／3＝230.66 
     出 席   58 
     委任状  221   
        計   279 
 

※出席・委任状合計 279 名は、総世帯数の２/３（231）以上の要件を満たしているので、 
規約第１３条の４により本総会は成立していることを報告いたします。 
 

２．開会のことば    谷 副会長（17 班） 
   これより平成 30 年度第５１期 虹ヶ丘自治会定期総会を開催いたします。 
 
３．会長挨拶    錦織 会長（7 班） 

本日は、定数の３分の２を超える大勢の会員のご出席を戴き有難うございます。 

第 51 期・平成 30 年度定期総会の開催に当たりご挨拶を申し上げます。 
今年度は、創立 50 周年記念事業を成し遂げるため、実に多くの会員の皆さまに物心共にご支

援ご協力を賜りました。先ずは、このことを纏め役の会長として厚く御礼申し上げます。 
昨年度の半ば頃から取り掛かった創立 50 周年記念事業の構想は、今年度が始まる頃には本格

的な動きとなりました。虹ヶ丘自治会という集合体の維持と発展に役立ち、会員の皆さまに受

け入れて頂ける企画とは何なのかを常に考えながら顧問及び主要な役員の方々と議論を重ね

るうちに具体的な姿を現してきました。唯、記念の紅白饅頭やタオルを配るのではなく、記念

式典・祝賀会は実施するとしても、記念誌の発行、それに永年功労者への感謝状贈呈、これら

を 3 本の柱とする骨格が固まりそれぞれに豊かな経験と高い見識をお持ちの会員に纏め役を

お引受け頂いたことで推進体制が固まりました。具体的な実行計画を作るにあたっては、自治

会の厳しい財政状況のなかで、50 周年という記念すべき年ではありますが、少子高齢化やラ

イフスタイルの多様化などで自治会活動の存続そのものが危ぶまれる現状を乗り越え、新しい

自治会の在り方を探る一助となるに相応しい事業、一過性ではなく人々の記憶に残る事業とす

るには、それなりにお金が必要、これをどう捻出するか悩みました。この後のことは、これか

ら発表のあります一年間の事業報告及び専門各部の活動報告、更に決算報告から読み取って頂

けるものと存じます。さて、平成 31 年度 2019 年度の会長に坂元元会長が就任されます。現

役のサラリーマンですが、既に 5 期会長を務められ、平成 14 年度の副会長就任以来 17 年の

長きに亘って虹ヶ丘自治会活動に深く関わってこられました。また、役員・班長さんの中には

経験豊かな方に加えて、やる気十分な熟年の方々が居られる新体制です。今月で任期を終えら

れる役員班長の皆さまをはじめすべての会員のご理解とご協力が必要不可欠です。引き続きよ
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ろしくお願い申し上げます。 
ところで、議案書の表紙の色は坂元会長からお任せいただき、白としました。昨年の議案書は

50 周年記念事業を成し遂げるための覚悟を「温かくさわやかで、無邪気、魅惑、絆、信頼」

などのイメージを持つオレンジ色で表現しました。今年は次の 50 周年へ向けたスタートの年

ですので「純粋、正直、無、はじまり」などのイメージを持つ白としました。白いウエディン

グドレスを思い描いてみて下さい。白はどんな色にも変わります。みんなの支え方次第で「バ

ラ色」にもなるし哀れな色にもなるということだと思います。 
議案書の 8 頁を開けて見て下さい。今回も「光が丘地区連」制作のパンフレット「自治会って

なぁに？」から二つ引用掲載しています。「なぜ、お祭りなんかをするの」と「高齢で一人暮ら

しの方の健康寿命延長法」についてです。 
それでは、しばらくの間ですが意義のある活発な議論をお願い致します。 

 
４．来賓挨拶 
   祝電・お祝いメッセージ提供者ご芳名披露  佐藤副会長（13 班） 
    衆議院議員     あかま二郎 様 
    前衆議院議員    もとむら賢太郎 様 
    神奈川県議会議員  佐々木正行  様 
    神奈川県議会議員  河本文雄 様 
    神奈川県議会議員  てらさき雄介 様 
    前相模原市議会議員 宮崎雄一郎 様 
    
５．議長選出： 青木 久 氏（17 班）が満場一致で選出される。 
 
６．書記任命： 桜岡 磨理（平成 30 年度総務・15 班） 
        木内 和彦（平成 31 年度総務・8 班） 
 
７．平成 30 年度報告事項 

 
（１）平成 30 年度事業報告・各部活動報告 

①事業報告：谷  副会長 （議案書３〜５ページ参照） 
  年度定例事業、月別事業報告について抜粋して報告 

 ②各部活動報告：各部長（議案書６〜８ページ参照） 
   役  員：谷副会長（17 班） 
   総  務：和田総務（17 班） 
   福  祉：岩本部長（10 班） 
   会  計：長谷川会計（7 班） 
   広  報：小野部長（4 班） 
   環  境：清家部長（8 班） 
   会館管理：甲斐田部長（12 班） 
   文  化：小林部長（6 班） 
   体  育：山室部長（5 班） 
   交  通：佐藤部長（13 班） 

 
   ＊事業報告、各部活動報告について質疑なし。拍手多数をもって承認されました。 
 
（２）創立 50 周年記念行事関連を含む平成 30 年度一般会計決算報告： 長谷川会計 
    議案書９ページを参照。収入、支出共に差異が多かったものを説明 
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（３）平成 30 年度「夏祭り」特別会計決算報告： 長谷川会計 
     議案書 10 ページ参照。  
   今年度は５０周年記念行事があったため、収入、支出とも一般会計と特別会計に  
   またがるものがあったため、長谷川会計より補足説明がありました。  
 
（４）平成 30 年度「修繕積立金」実績報告：  長谷川会計  

     議案書 11 ページ参照  
 
（５）会計監査報告：  桑島会計監査（7 班） 

（２）・（３）・（４）について平成３１年２月２３日に会計監査を行い、結果適正であった旨 
報告があった。 
 

（６）資産管理報告（議案書 12 ページ参照）： 畠山館長（9 班） 
    今年度は、購入、廃棄ともなし。 

 
（７）独立防災隊報告（事業・決算・会計監査・資産）：  

活動報告（議案書 13 ページより抜粋）：門倉総隊長（ 6 班）  
資産報告（議案書 15 ページより抜粋）：門倉総隊長   
決算報告、会計監査（議案書 14 ページ参照）：上沖会計  
 
現在設置してある消火器の使用期限→購入時より約 10 年後なのであと２〜 3 年は  
大丈夫だが、使用、盗難などがあれば防災隊まで連絡してください。  
 

 （８）会計監査報告：  桑島会計監査（７班） 
    （７）の決算報告について平成３１年２月２３日に会計監査を行い、結果適正であった旨 
     報告があった。 
 
   ＊平成 30 年度報告事項（２）〜（７）についての質疑 
     質疑：余頃さん（4 班）→平成 31 年３月分の収支はどうなる？ 
     回答：長谷川会計   →２月２３日に会計監査を行ってからの収支については 
                 平成 31 年度分に回します。 
     この他に質疑はなく、拍手多数をもって報告通り承認された。 
 
８．平成３１年度会長選出の経過と報告   選挙管理委員長 立浪良之氏（６班） 
 
    平成３０年１１月１7 日に公示した、平成３１年度虹ヶ丘自治会「会長選挙」は、平成３０  

年１２月 1 日午後６時迄の立候補届出期限までに届出が無かったため、自治会規約第１０条 
の(５) により推薦委員会を設け推薦活動を開始しました。 
会長経験者、自治会役員経験者の方へ委員が訪問し、推薦を行いましたが了解を得ることは 
できませんでした。一時は班長会議にかけて皆さんの意見を聞きながら今後どうするかとい 
うところまで行きましたが、顧問の方々の助言もあり、最後の頼みとして元会長の 17 班の 
坂元猛さんにご協力をお願いしたところ、ご了解頂きました。 
会長職は班長をはじめ自治会関係者皆さんの協力なくしてできませんので、ぜひ新会長に絶 
大なるご協力をお願いしたいということでご報告にかえさせていただきたいと思います。 

 
   ＊報告の通り、拍手をもって承認。 
 
９． 平成３１年度会長挨拶並びに役員の紹介 坂元会長 
 

ただいま立浪推薦委員長より説明がありました通り、今年度会長を仰せつかることと

なりました 17 班の坂元です。よろしくお願いします。まずは、錦織会長をはじめ平

成 30 年度の本部役員ならびに班長のみなさま１年間本当にお疲れ様でした。思い起

こせば、3 年前私から錦織会長に引き継いでからは一会員として自治会活動に参加し
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ておりましたがまさかまたここに立つとは思ってもいませんでした。 
３年間で会員数も減少し、班の削減を余儀なくされたというところで、これは虹ヶ丘 
だけの問題ではなく、光が丘地区全体で会員数が減少しているということが顕著に見 
えてきているようです。何らかの方策をとっていかなくては持続できる自治会活動も 
難しいのかなと考えています。そういう観点からも、30 年度役員のみなさまも一区切 
りではありますが、ぜひ 31 年度の諸行事に自治会協力員という形でご参加いただき 
自治会をみなさんの力で盛り上げていければと考えております。 
私が 1 回目に会長になった時に自治会のスローガンを設けてみんながその目標に向か 
って活動していけるようなものがあれば良いかなということで、 
「美しく、明るく住みよい街づくりへ全員参加」を掲げてやっておりました。 
今回も、そのスローガンを掲げて会員同士の親睦、コミュニケーションが図れるよう 
な自治会作りに努めていきたいと思います。また、良好な自治会運営をしていくため 
にはこれから紹介する役員、班長が一丸となって自治会の諸課題に取り組んでいきた 
いと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。 
 
役員紹介       （議案書 16 ページ参照）坂元会長 
班長自己紹介・役務分担（議案書 16 ページ参照）各自起立の上分担する役務を開陳 
民生委員：鍋田冨士恵氏、河村英治氏 虹寿会会長：小林節子氏 坂元会長より紹介 
 
＊議案書 16 ページ 虹ヶ丘自治会役員名簿（案）を拍手多数で承認 

 
10．平 成 ３１年 度 協 議 事 項 

（１）平成３１年度事業計画（案）報告 坂元会長 
・交通部をなくし、役務については役員へ集約する。 
・夏祭りを暑い最中に開催するのは大変、少し時期をずらしてはどうかという意見が 

ありました。他行事との兼ね合いもあるので 31 年度は例年通りの開催ということにな

りそうですが、何かご意見があれば班長さんにお伝えいただければと思います。    
 
   次に各部別におも主要事項につき議案書の記載に沿って説明。 
   （議案書１７〜18 ページより抜粋） 
 

    ＊質疑なし。拍手多数で承認、（案）の文字を消去。 
 
   （２）「一般会計」予算（案）  立浪会計 

        議案書 19 ページより抜粋、説明 
 
    ＊質疑なし。拍手多数で承認、（案）の文字を消去。 
 

（３）「特別会計」予算（案）  立浪会計  
       議案書 20 ページより抜粋、説明 
 
    ＊質疑なし。拍手多数で承認、（案）の文字を消去。 
 

（４）独立防災隊事業計画（案）・会計予算（案）  池田隊長（ 10 班）  
    議案書 21 ページより抜粋、説明 

・30 年度は 50 周年記念事業のため防災隊助成金が減額となっていたが、31 年度は 
 例年通り 20 万円になりました。 

 
    ＊質疑なし。拍手多数で承認、（案）の文字を消去。 
 
   （５）その他 
       質疑、発議なし。 
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１１．議長ならびに書記解任 青木 久 議長より以下のご挨拶あり。 
    書記 2 名を解任いたします。ありがとうございました。 

本日の議事についてご協力ありがとうございました。31 年度は坂元会長のもとで虹ヶ丘 
がますます発展しますようにご協力をお願いいたします。50 周年という節目のあとも色々 
な活動が展開されていくわけですが、会長からあらたにみなさまに自治会協力員として 
ご協力のお願いがあると思いますのでその時はよろしくお願いしたします。 
また、錦織会長ですが３年間に亘って虹ヶ丘自治会のために活動していただきましたが、 
この夏頃転居されるご予定とのことです。３年間の感謝の思いを込め皆さま大きな拍手を 
お願いします。 
 

 ＊錦織会長より 
    家庭の事情で夏頃に転居することになると思います。平成元年に私はこの地に引っ越してきて 
    平成の終わりとともに去っていくというタイミングになってしまいました。新しい元号が 
    近々発表され、またこの虹ヶ丘自治会も新しい執行部のもとでますます発展し、みなさまが 
    健康で明るい生活ができるまちづくりができることと信じています。 
    私も時々遊びに来たいと思っています。何しろ、この地で 30 年間皆様にお世話になっていて、

なんとか恩返しができないものかと思っていましたので、この３年間は非常にいい勉強であっ

たともに、この街をよく知ってみたお陰でこの街に住んでいて良かったなとしみじみ思いなが

らこの地を去るということになり、大変寂しく思っています。 
    本当に本当にみなさまのご協力ありがとうございました。衷心より御礼申し上げます。 
 
 
    錦織会長どうもありがとうございました。それではこれで議長を退任させていただきます。 
    ありがとうございました。 
 
１２．閉会のことば     谷 副会長 
    これをもちまして平成 30 年度虹ヶ丘第 51 期定期総会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
 
「第５１期定期総会｣は盛会のうちに終了しました。 
                                       以上 


