黒石団地区自治会 区報

黒石団地区自治会 区報

１ 令和元年５月

莟

政宏

四四年にもなる今では、世
帯数で千戸を、住民も三千
人を超えるマンモス団地と
なるなど大きな変貌を遂げ
ております。
その一方では、自治会の
運営や活動にあたって、改
善すべきいくつかの課題も
抱えております。
発足以来はじめて取り組
んでいるのが、組や班替え
の組織改編です。黒石団地
が大きくなりながら組・班
が作られて来たので、組と
班の編成に大きなばらつき
があり、これらを改編する
ことによって、組長、班長
への業務負担も平準化され

なんでも・やってみる
だから・たのしい・おもしろい
子ども会では、子ども達の健全な成長を願い、
一年を通して様々な楽しい活動を行っています。
子ども会の活動は、学年を超えた異年齢交流、地域の人たちとの繋がりな
ど、学校とはまた違う、子ども会ならではの体験を得られます。
保護者の皆様にとっても、地域の子どもの顔がわかり、お互いに見守り、
お世話をしていきたいという親同士の繋がりが生まれます。また、貴重な情
報交換の場でもあります。
ぜひ、この機会に子ども会への入会をご検討ください。
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■ 主な行事・活動内容予定

区長 莟 政宏
編集者
河添洋子

代表 児玉琢磨

●市子連主催スポーツ大会（希望者）
ソフトボールとビーチボールバレーに
出場します。（練習５～７月・大会７月末）
●自主運営企画
下記の内容で活動を計画しております。
５月 歓迎会
１２月 クリスマス会
８月 お泊り会
３月 卒業を祝う会
■ 資源物回収活動予定
１０月 ハロウィン会
お花見会
●区・学校等行事への参加
子ども会・e - クラブ主催
夏祭り（８月）・敬老会（１０月）
① ５月２６日（日） ※当該日、２週間前
バザー（１１月）
② ８月１８日（日） の 回覧を目安にご案内
わくわくフェスティバル（１１月）
します。いつも皆様の
●黒石コミュニティや団地内の保存会、 ③１１月１７日（日） ご協力に感謝
同好会の主催行事に自主参加します。 ④ ２月 ２日（日） いたします！！

平成 年に
発足した当活
動は、当時、
コミュニティ
ーとして需要
があり、すで
に活動してい
た熊本市の池田校区をモデル
にしました。
モットーは①安全で、真心
をこめた手作り弁当（菊池保
健所に届け出済み。調理場の
広さと調理の関係から 食が
限度）②配食先の方の見守り
活動です。
現在、配達係りに 名、調
理係りに 名登録いただいて
おります。交代制で配食でき
るよう新たな登録者のお申し
出をお待ちしております。
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お皆運員を班の安思る高地 して組区収
願さ営参中長総全いこくの県た取織長録通
いまに加心 括担まと評取や 材本・の常
しの 型と防の当すを価り市 に部自た総
ま協会のし護も副 嬉し組が 応長主め会
す力員組た委と区 してみ当 じと防 前
をの織全員 長 くいを団 まし災前の
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会長
堀 功一

ることになります。
今後は、会員の皆さま方
のご意見はもちろん、有識
経験者等の幅広い声をお聴
きしながら、慎重に検討を
重ねてまいります。
どうか、会員の皆さま方の
ご理解とご協力を賜ります
よう切にお願いいたしまし
て、就任の挨拶とさせてい
ただきます。
どうぞよろしくお願い致
します。

ひまわりランチ
■
活動紹介

ランチの包装紙は、毎回、
メニュー&季節に合ったイラ
ストと言葉を添えています

区長就任にあたり
■

黒石団地区自治会の皆さ
まにおかれましては、ご健
勝のこととお慶び申し上げ
ます。
平成から令和へと時代が
変わる記念すべき年に区長
に就任しましたものの、浅
学非才の私としましては、
身の引き締まる思いでござ
います。
黒石団地区自治会も昭和
四十九年の発足後、平成を
経て令和へと年月を刻み、

区長・公民館長

令和元年５月

くまモン、団地を歩いて、消
火栓ホース格納箱の点検の要領
を視察、自主防災活動の一端を
紹介することができました。
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中村 修三

中組長

北２組長

西組長

佐藤 郁雄

【協力団体 公(設消防団 】)
黒石団地班の飯塚班長より
団員募集に力を入れたい等
の報告がありました。

【助成団体（抜粋）】
子ども会
名の子ども達
が、プロジェクターにより、
諸体験を報告しました。
悠々クラブ 三井副会長に
より、カラオケセットの導
入とカラオケ大会の計画、
会員募集がありました。
くぬぎサロン 東代表から
高齢者の引きこもり等の心
身能力低下を防止する活動
など報告がありました。
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公民館主事

青山 智子

稲葉 憲昭

河添 洋子

荘口 雄二
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【総会承認を要する
役員の推薦及び承認】
区長に中組の莟政宏氏、
三副区長に再任の高良氏、
塚本氏、林田氏が、監事に
東組の庄屋氏、南１組の中
村氏が承認されました。

監事による会計監査報告

黒石団地区の安全安心を皆様と共に！！

飯塚 義博

民生児童委員

丸山 クニ子

松隈 敏彦

島村 保夫

倉野 昭宏

東 雅春

民生児童委員

民生児童委員 公設消防団班長
民生児童委員

中村 勝美

広報委員長

古瀬 武美

行事部長

子ども会
会長 堀功一

【監査報告】
日( 通
■
) 常総会を開催
津留監事、古賀監事から
原本を提示して、“適正”
平成 年度阪口区長が挨
【決算報告及び予算案】
報告のあと、総会資料の訂
拶の中で、資料訂正及び正
正が多かった事に
新
年
度
万
円
の
減
収
入
、
誤表についての不手際を深
対し、執行部に苦
夏
祭
り
万
円
増
額
、
防
犯
灯
く陳謝しました。
言がありました。
整備費は本数減により減額、
議長に本田啓修氏、書記
⇒号～ 号議案
青パト車検でパトロール関
に吉村章志氏、議事録署名
について賛成多数
係は増額となります。
人として古賀進氏、津留健
により承認されま
また、積立金会計の繰越
二氏が承認され、議長より
した。
金を活用し公民館玄関の改
今回の総会資料の多くの訂
正と当日配付の正誤表につ
修、市補助金も含め消防倉
【
質疑（抜粋）】
いての説明を執行部に求め
庫の改修を予定しています。
質問 組織改編
られました。
については、中組
だけの会議で決め
⇒総(務副区長 監)査は適
正と認められましたが、総
るという事ではな
会資料作成の段階で、パソ
く、全体での会議
コン操作上の転記ミスが起
で決めていくのですか ⇒
きたことを改めて陳謝しま
回答 中西南は関係が特に
した。
深い為、組間の関連も含め、
全体での会議を開催します。

北１組長

【事業報告（抜粋）】
総務副区長より、平成
年度重点課題の組織改編に
ついての報告で、特に中・
西・南組の組員数の平準化
（案）に基づいた各組・班
員の方々とは今後も随時、
丁寧に協議を重ねていく方
針を示しました。
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民生児童委員
昨年の夏祭
りの様子

企画会議では、実施本部、会場設営・電
設、舞台進行、夜店・調理、警備、子ども
神輿などについて各セクション業務と必要
スタッフの説明及び協議をしました。
開催につきましては、住民の皆様のお力
が必要です。地域力により、子どもたちと
共に夏の夜を安全で楽しいイベントにしま
しょう！夜店出店や設営支援のご協力をい
ただける方は、林田行事担当副区長まで！
📞📞(０９０)９７２２– ２５１９

上田 正義

南１組長

吉村 章志

富田 健治

悠々クラブ
ひまわりランチ 防犯パトロール隊
代表 児玉琢磨 隊長 青山隆幸 会長 江口陸男
ひまわり倶楽部 くぬぎサロン
会長 軸丸武治 代表 東雅春

竹内 一臣

婦人部長

監事
南２組長

東組長

莟 政宏
塚本 正昭

高良 利信
林田 豊司

奈須 慎太郎

行事担当副区長 安全担当副区長 総務担当副区長 区長・公民館長
会計長
監事
庄屋 弘和
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第４１回 黒石団地区夏祭り
８月３日(土) 開催！！

■ ５/１２ 夏祭り企画会議 開催

■ ２０１９年度 自治会スタッフ紹介
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