
回 覧 
２０２１年度 はるひ野町内会 

５月度 役員会 議題 
２０２１年５月１５日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) 総会議事録                           （副会⾧ 吉 田） 

(3) 副会⾧および会計の役割分担について               （副会⾧ 吉 田） 

(4) 町内会費の集金 および赤十字活動資金協力のお願い      （副会⾧ 吉 田） 

(5) ２０２１年度新ブロック代表者／新班⾧向け資料（※） 
◆ はるひ野町内会について     （副会⾧ 水 野） 
◆ 町内会の活動内容   （副会⾧ 吉 田） 
◆ 他組織との連携     （会 ⾧ 杉 本） 
◆ ブロック代表者および班⾧の役割    （副会⾧ 片 岡） 
◆ 回覧・配布物の展開ルール     （副会⾧ 片 岡） 

(6) 役員会当日の作業協力のお願い（※）    （副会⾧ 片 岡） 

(7) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定    （副会⾧ 水 野） 

(8) 出欠の確認（配布物の受領確認）（※）     （副会⾧ 水 野） 

（※）印の項目については、回覧資料はありません。 

 

 
★今月（５月）のお願い事項 

①資源集団回収のため、古新聞・古雑誌・段ボール・牛乳パック・古着等を提供してくだ
さい。第１・３・５回目の木曜日が回収日です。 
(回収資金は、町内会収入としてはるひ野の緑化に利用します) 

 
★町内会の主な行事（予定）（２０２１年５月～６月）  

① ６月度役員会 
６月５日（土）１７:３０～ はるひ野黒川地域交流センター（オンライン開催併用） 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、１Ａ、２Ｇ、３Ｇ、４Ｇの各ブロック代表者の方々です。 
１６:４０集合、１７:１０解散です（オンラインの方）。ご協力お願いします 



                                                      ２０２１年５月１５日 

はるひ野町内会 

 

 

 

１）当町内会の活動・・・全体では止めない。ただし、新型コロナ感染リスクの観点から、イベント単位の中止も判断 

２）当町内会が開催している会議・・・中止・延期できる会議は、中止・延期する 

①会議を開催する場合は原則「オンライン参加」とし、会議の終了は２０時まで 

②「オンライン参加」できない参加者は「対面参加」も可とするが、新型コロナ感染防止対策を十分に行って参加 

 

 

 

 

４月２４日（土）に定期総会を開催し、議案事項をすべて承認いただきました。 ありがとうございました。 

新型コロナ感染の終息メドが立たない状況が続きますが、感染症対策を講じながら推進してまいりますので、２０２１年度も

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

麻生区の「特殊詐欺被害額」は昨年同時期に比べて減少していますが、「キャッシュカード（クレジットカード）詐欺盗」は 

最近も被害が発生しています。 

警察官、銀行員、全国銀行協会の職員、百貨店や大手家電量販店の店長・販売員などを騙っての電話があり、「あなたの 

カードが悪用される可能性があるので、交換した方が良い。職員（社員）が自宅まで伺います」と、まことしやかな説明で、

自宅に来た犯人に、いつの間にかカードを奪い取られる手口です。 

封筒にキャッシュカードを入れさせ、被害者が封印用の印鑑を取りに戻った隙に、偽物の封筒と交換するそうです。 

不思議な電話・怪しい電話が入ったら、すぐにご家族に相談するか、あるいは麻生警察署に電話をしてください。 

 

なお、次項の「麻生セーフティメール（ASM）」で、「詐欺盗」などの防犯情報（どの地域に電話が入ったか）も発信されます 

ので、是非ご登録ください。 

 

 

 

 

麻生セーフティメール（ASM）とは、麻生区内の防犯・防災・交通安全などの情報を配信する仕組みです。 

このシステムは、麻生区役所 危機管理担当が管理しています。 

すでに登録された方はご存知と思いますが、４月下旬に新システムに移行しました。 

新システムに移行したことにより、「新規登録手順」が変更になりました。 

 ⇒ 添付回覧の「麻生セーフティメール（ASM）登録手順のご案内」をご覧ください 

 

 

                                                          （※）当町内会内会議は省略 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

はるひ野小学校 入学式 

麻生区町会連合会 理事会 

自治会活動保険 補償内容確認 

柿生地区社会福祉協議会 役員会 

はるひ野中学校 伊藤校長・秋山教頭との意見交換他 

道路公園センター カワチ裏「止まれ」交差点事故防止対策（交通部会と一緒に立会い） 

通夜参列 （町内会活動関係者ご逝去） 

 

 

５日（月） 

８日（木） 

９日（金）～ 

２０日（火） 

２０日（火） 

２１日（水） 

２６日（月） 

 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（４月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～６月末】 

会長からの連絡事項など 

定期総会について 

１ 

２ 

５ 

キャッシュカード（クレジットカード）詐欺盗にご注意ください ３ 

麻生セーフティメール（ASM）について ４ 回覧あり 



2021 年 5 月 15 日 

はるひ野町内会 

2021 年度はるひ野町内会総会議事録 
 

日時 ：2021 年 4 月 24 日（土） 15:00～16:25 

会場 ：はるひ野小中学校・地域交流センター 

参加者 ：会場参加者 22 名・オンライン参加者 49 名・委任状 910 名  計 981 名（総会の成立定足数を充足） 

 

議事録 ※発言者名は<> 敬称略 

Ⅰ．開会宣言<山岡>   ：山岡にて総会進行する旨の了承を得る 

   ・総会成立の報告   ：町内会会則第 15 条に基づき総会は成立 

   ・採決方法の確認   ：採決は拍手にて行う旨を説明 

 

Ⅱ．はるひ野中学校 伊藤校長挨拶 

 

Ⅲ．【報告・議案説明など】 
(1）会長挨拶<杉本> 

(2)～(9) 各議案 

（2）【1 号議案】会長・副会長の選出<松井> 質問・意見等無し 拍手多数により承認 

（3）【2 号議案】自主防災組織の変更（案）<小松>  〃      〃 

（4）【3 号議案】2020 年度 事業報告<片岡>  〃      〃 

（5）【4 号議案】2021 年度 事業計画（案）<片岡>  〃      〃 

（6）【5 号議案】2020 年度 決算報告<吉田>  〃      〃 

（7）【6 号議案】2020 年度 監査報告<竹安>  〃      〃 

（8）【7 号議案】2021 年度 予算（案）<吉田>  〃      〃 

（9）【8 号議案】会則改正（案）<片岡>   〃      〃 

（10）2021 年度 役員の紹介<水野> 

（11）2021 年度 ブロック代表者の紹介  ：1B・2B ブロックは変更可能性あり 

（12）質疑応答 

意見内容 町内会内で残念な行為を見かける。町内会活動の中で、注意喚起等行ってほしい。 

例）まちかど広場でのサッカー・深夜遊ぶ光景・ゴミの散乱 

例）歩きタバコ・（駅花壇等への）ポイ捨て 

例）犬の糞・尿を始末しない飼い主  

回答 回答：環境・交通・防犯部会等横断し、町内会全体的な活動と捉え対応していきたい 

<片岡> 
 

質問内容 数年前に 2 丁目交差点で車両追突事故を起こした。適切な場所にカーブミラーなど依

頼することはできるか？ 

回答 4 丁目こもれび公園横のカーブミラーを設置した際は麻生区道路公園センターが対応。

町内会ではなく直接、道路公園センターに対応を依頼する方法もある<松井> 

 

質問内容 班長をすることになったが、ブロック代表からの連絡を待っていれば良いか？ 

回答 各ブロック代表者からの連絡をお待ちいただきたい。<片岡> 

5 月 15 日役員会があり、ブロック代表者から回覧を渡すところから連携開始<山岡> 

 

以 上   

回 覧 



2021.5.15
はるひ野町内会

１．本資料の主旨
2021年度の副会長および会計の役割分担明確化

２．副会長および会計の役割分担について

カテゴリー 主な役割 担当（敬称略）

町内会内活動全体の推進管理、遅延等の対応検討

新出事案等の対応体制構築

事務所賃借管理、鍵管理、施設設備管理、美化運営等

地域交流センター・学校施設の利用交渉・調整・申請

町内会保険・自治会保険契約・管理

はるひ野が将来にわたって魅力的であり続けるための検討の推進

（組織・会議体・運営方法・ルール等の見直し）

中長期視点での町内会の役割の再構築

中長期計画の検討・策定、2カ年計画推進

回覧リニュアル／情報伝達のあり方見直し

法人化検討 吉田

特別企画 夏期特別イベント企画検討・推進 吉田

自主防災組織運営（本部長）

町内会及び大型マンション含むはるひ野全体の自主防災役割・機能の整理

他自主防災組織と協調したイベント等の企画・推進

ブロック編成・班編成調整

ブロック代表・班長選出調整

助成団体活動支援 助成団体活動支援（子ども会、シニアクラブ、水里、エコG、新規対応）

新規加入者対応 新規加入者対応 水野

黒川町内会・消防団・青壮年部・安全協会・青パト・管理組合等との連携

汁守神社との連携（氏子会・練り歩き御神酒所対応等）

川崎市、麻生区、麻生区町会連合会等への要望まとめ

住民組織調査票、麻生区町会連合会ホームページの年間活動予定

県・市広報紙配布管理

はるひ野内マンションとの連携・調整

会則改正 会則改正 片岡

事務局とりまとめ 事務局長

会議運営 総会・役員会・運営会議の調整・運営

名簿管理 会員・ブロック代表・班長名簿管理

問い合わせ対応 町内会への問い合わせ対応

メールアドレス管理・メール配信

回覧・掲示板／掲載可否判断、および内容最終確認

予算案まとめ、予算作成、決算対応

予算執行状況管理

会費集金方式の多様化推進（会費の口座振替など）

町内会費・募金集金

集金名簿管理

法人・賃貸向け請求処理

出納 伝票処理、入出金作業、振込み作業

環境美化部会・環境緑化部会・まちなみ協定部会 片岡

広報部会・防犯部会 水野

交通部会・イベント部会 吉田

ブロック・班編成調整
片岡

西出

組織

総務

渉外 他組織との交渉・調整

情報発信

水野

会計

部　会

町内会費集金・募金推進

会計管理

片岡

【2021年度】副会長および会計の役割分担について

役割

企画

自主防 野島

全体統括 吉田

基盤整備

全体統括

防災全般の整備、推進

小谷
将来構想

回覧



２０２１年５月１５日 

はるひ野町内会 

 
２０２１年度 町内会費の集金 および 

赤十字活動資金協力のお願い 

 
 コロナ禍が終息しない中、今年度も町内会費の集金および赤十字の活動資金協力(寄付)について、

下記の方法で１年分を一括して集金させていただくことといたします。皆様のご理解ご協力をよろし

くお願いいたします。 
 

 

 

【２つの方法から選択してください】 
 

 １. 集金訪問の班長にお支払いいただく方法（従来の方法） 
 

班長集金の方法は基本的に例年通りです。 

班長による集金期間は７月４日(日)～８月６日(金)になります。 

 

２. 町内会の銀行口座に直接お振り込みいただく方法（昨年度新設） 
 

Googleフォームからお申し込みください。 

申し込み受付期間は 本日より６月１２日(土)まで、 振り込み期限は６月１８日(金) です。 
 

 

 

 【振込みによる手続きのご案内】 
 

■	 Googleフォームからの申し込み	
①	右のQRコードよりGoogleフォームに進み、必要事項を入力してください。	
	

②	直後に控えが送信され、数日中には振込手続きのご案内が届きます。	
  案内メールは haruhino.kaihi@gmail.com から届くので、受信できるよう 

準備をお願いいたします。 
 

③	案内に沿って、振り込み期間中（6月18日(金)まで）に振込手続きを	
終えてください。	

	
	
	
	
 
 

＜注意＞ ・振込手数料は会員各位のご負担でお願いいたします。 
 

・振込みの申し込みをされたら、振込手続きの案内メールを必ずご確認ください。 
・案内が届かない場合、着信拒否等のほかに申込情報不備なども考えられます。 
 その場合は、着信環境をご確認のうえ、再度Googleフォームから申し込むか、班長集

金にてお支払いください。 
 

・振込みによるお支払いを選択されていても、振込み期限までに入金確認ができなかっ

た場合は班長による訪問集金となります。 
 

＜問い合わせ先＞  haruhino.kaihi@gmail.com 

 
お預かりした個人情報ははるひ野町内会個人情報取扱規程に基づき適正に管理し、目的外の使用は

致しません。 
回覧ははるひ野町内会のホームページでもご覧いただけます。 

 
以上 

 
会計1/1 

7月3日(土)の役員会で 
班長集金の方法をご説明します 

着信拒否設定などはないか、迷惑フォルダ等に入ってないか、必ずご確認ください 

回 覧 

Googleフォーム 
申し込み 



2021年5月15日
はるひ野町内会

２０２１年度 役員会および各部会の開催予定

定例会議・定例運営
5月 6月

役員会 （会長・副会長・会計・
部会長・自主防災組織本部
長/副本部長・ブロック代表者
が参加）
※ 必要に応じて班長を招集する
場合あり

役）５/１５（土) １７：３０～
オンライン/地域交流センター
・町内会費口座振込案内

役）６/５（土) １７：３０～
オンライン/地域交流センター

運営会議 （会長・副会長・会
計・部会長・自主防災組織本
部長/副本部長が参加）
三役会 （会長・副会長・会計
が参加）

回覧印刷：５/８(土)
三）５/１（土) １６：００～
運）５/１（土) １８：００～
事務局会：
５/２２（土）１２：３０～１４：００
三）５/２９（土) １６：００～
運）５/２９（土) １８：００～

回覧印刷：６/３(木) 午前
三）６/２６（土) １６：００～
運）６/２６（土) １８：００～

環境美化部会 ５/９（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

６/２７（日）９：００～１０：００
事務所orオンライン

環境緑化部会 ５/３０（日）１０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

６/２７（日）１０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

交通部会 ５/１６（日）１７:００～１８:００
事務所orオンライン

６/２０（日）１７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会 ５/９（日）１１：００～１２：００
事務所orオンライン

６/１３（日）１１：００～１２：００
事務所orオンライン

広報部会 ５/９（日）１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

６/１３（日）１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 ５/１６（日）１０：００～１２：００
事務所orオンライン

６/２０（日）１０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ５/２２（土）１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

６/１２（土）１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ５/１５（土）９：００～１０：００
事務所orオンライン

６/１２（土）９：００～１０：００
事務所orオンライン

回覧



 

 

 

 

 

はるひ野町内会 メール配信システムのご紹介 

町内会の各種行事情報や防犯・防災情報などをメールでお届けしています。 

未登録の方はぜひご登録ください。 ※ 現ブロック代表者・班長と経験者の方は登録済です 
 

 【配信する情報】  

配信グループ 配信内容 

行事情報 町内清掃、防災訓練、各種講習会等の案内 

防犯・防災情報 防犯・防災関連の注意喚起情報 

管理者からのお知らせ 本システムの運用に関する連絡 

ブロック代表者への連絡 
 （該当者のみ） 

班長への連絡 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はるひ野町内会 LINE 公式 のご紹介 

メール配信システムで配信する行事・防犯・防災情報は、LINE でもお届けします 

まだ登録されていない方は、この機会にぜひご登録ください。 

 
 ・家族それぞれが LINE 公式アカウントに登録 

 ・LINE 公式アカウントとメール配信システム両方に登録 

 

 

 

 

 

 

【登録手順】 

1. 上記の QR コードを読み取り、空メールを送信 

 （または「t-haruhino@sg-m.jp」に空メール送信） 

2. 登録サイトにアクセス 

3. 「メール配信に同意する」を選択 

4. 配信を希望する配信グループをチェックし「次の画面に進む」を選択 

5. 利用者情報の項目は何も入力せず、「次の画面に進む」を選択 

6. 「入力内容を登録する」を選択 

OK! 

OK! 

＜メール配信 登録用＞ 

＜登録手順 解説＞ 

＜LINE公式 登録用＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


