
回 覧 
２０２２年度 はるひ野町内会 

５月度 役員会 議題 
２０２２年５月１４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 水 野） 

(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) 『はるひ野夏フェス 2022』開催について              （副会⾧ 中 村） 

(6) グリーンクラブ後継団体設立について（※）            （副会⾧ 片 岡） 

(7) 役員会当日の作業協力のお願い（※）               （副会⾧ 水 野） 

(8) ２０２２年度の役員会および各部会の開催予定    （副会⾧ 水 野） 

(9) 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）（２０２２年５月～６月）  

① はるひ野町内清掃 
５月１４日（土）８:００～ ※ 詳細は、回覧・ホームページを参照ください 

② ６月度役員会 
６月４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。 
１６:３０集合、１７:１０解散です（オンラインの方）。ご協力お願いします。 

http://www.town-haruhino.join-us.jp/rule_recycle.html
https://app.box.com/s/b4oat9c9dqnrkj88uvxp87ulkiz59feg


２０２２年５月１４日 

はるひ野町内会 

１）当町内会の活動・・・全体では止めません 

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 

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「会議会場参加」も可としますが、コロナ感染防止対策を十分に行って参加

――――（抜粋終わり）―――― 

私自身も、子どもたちを温かく見守る大人でありたいですし、みなさんもそうあって欲しいと思っています。 

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

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

麻生区役所副区長＆地域振興課 麻生区区制４０周年記念事業関連の事前調整 

はるひ野小学校 入学式  （副会長が代理出席） 

麻生区町会連合会 理事会 

万福寺町内会・マイシティ新ゆり町内会・山口台自治会との意見交換会 

しんゆりフェスティバル・マルシェ本部訪問 

夏フェス実施日に関する川崎市教育委員会・はるひ野小中学校との調整 

麻生区区制４０周年記念事業 プロジェクト会議 

麻生区町会連合会 研修・勉強会担当委員会 

１日（金） 

６日（水） 

１４日（木） 

１６日（土） 

１６日（土）＆１７日（日） 

１８日（月）～２６日（火） 

２６日（火） 

２７日（水） 

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 

１ 

３ 

まだまだ収束しません。 

みなさんご注意ください。 

はるひ野小学校入学式でのPTA会長ご祝辞 ２ 

はるひ野小学校入学式（４月６日）での、PTA 会長の心温まるご祝辞をご紹介します。 （下線は、私が入れました） 

――――（ご祝辞より抜粋）―――― 

ここにいる新１年生は、新しい

その門の前の道には木か知

ここにいる新１年生は、新しいランドセルを背負って学校の門から入ってきましたね。 

その門の前の道にはキレイなピンク色の花が咲いている木が、いっぱいありましたね？ その木は、何の

木か知っていますか？ そう、桜の木です。 でも、何かが違うのに気が付きましたか？ 

昨年の１２月に、はるひ野町内会で元気のない、枯れてしまった桜の木を１０本植え替えした。 

植え替えられた桜の木は、この春少しばかりですが花を咲かせました。 

まだまだ小さい木です。皆さんと同じ、はるひ野に来たばかりの１年生なんです。 

桜の木はどんどん大きくなっていきます。皆さんがこの はるひ野小学校や はるひ野中学校を卒業する

ころには どれだけ大きくなっているのかな？ 

その桜の木に負けない様にいっぱい勉強をして、いっぱい友達を作って、いっぱい運動をして、いっぱい

給食を食べて大きくなっていって下さい。 

また毎年、桜の花が咲いたら、お家の方に学校の前の「一年生だった桜 咲いたよ」って教えて下さい。 

それだけではなく学校であったことや、お友達とのことをいっぱい話して下さいね。 

お家の方は皆さんのお話をすごく楽しみにしています。 

ご列席の保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。 　

桜の話になってしまいますが、お帰りの際に、植え替えられた桜の木の前でも、お写真を撮ってみては

如何でしょうか？ 

６年後もしくは９年後、ご卒業・ご入学時期に同じ場所で写真を撮り、成長されたお子様と成長した桜の木、

ご家族で見比べて、それまでを振り返りながら思い出話に花を咲かす。 

そんな種を今日まいてみましょう。 



 2022 年 5 月 14 日 

はるひ野町内会 

2022 年度はるひ野町内会総会 議事録 

 

日時  :2022 年 4 月 23 日(土) 15:00～16:15 

会場  :はるひ野黒川地域交流センター 

参加者:会場 22 名、オンライン 78 名、委任状 801 名、合計 901 名(総会の成立定足数を充足) 

 

議事録(発言者は<>敬称略) 

Ⅰ．報告・議案説明など 

(1) 会⾧挨拶＜杉本＞ 

(2)～(10) 各議案 

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

(3) 【２号議案】自主防災組織副本部⾧の選出＜野島＞   〃   〃 

(4) 【３号議案】まちづくり本部の創設＜片岡＞   〃   〃 

(5) 【４号議案】2021 年度 事業報告＜片岡＞   〃   〃 

(6) 【５号議案】2022 年度 事業計画（案）＜片岡＞ 下記参照   〃 

(7) 【６号議案】2021 年度 決算報告＜吉田＞ 質問・意見等無し   〃 

(8) 【７号議案】2021 年度 監査報告＜近藤＞   〃   〃 

(9) 【８号議案】2022 年度 予算（案）＜吉田＞   〃   〃 

(10) 【９号議案】会則改正（案）＜片岡＞   〃   〃 

 

質問内容 【5 号議案】について、新しく掲示板が作られるとのことだが、その場所の詳細や使い方について伺いたい。 

回答 使い方を特に変更することは想定しておらず、町内会からの情報発信に使用予定。 

設置場所は、はるひ野駅南口改札を出て、階段を上がり、ローソンと反対側の予定。＜門間＞ 

 

質問内容 【5 号議案】について、町内清掃のやり方について伺いたい。グリーンクラブが解散になったが、何か変更する予定か。 

回答 ご指摘のとおり、これまではグリーンクラブにて既に対応されていた。 

「どこを重点的にすべきか」を確認していきたいと考えている。＜片岡＞ 

 

質問内容 【5 号議案】について、以前は町内清掃の参加者も多かったが、最近は減ってきており、メンバーも固定されているよう

に感じる。参加者を増やす方法を考えてほしい。 

回答 ご指摘のとおり、減ってきていると認識している。対応策を検討していきたい。＜片岡＞ 

 

質問内容 商業施設を誘致することは難しいと思うが、はるひ野の活性化のために方策は取りえないか? 

回答 まちづくり本部の次の課題と認識している。 

短期的に何か対応できることは難しいが、はるひ野の景観環境に関する課題だけではなく、この地域を活性化につい

ても検討していきたい。＜片岡＞ 

交番については、以前より要望しているが、神奈川県に予算がないことやはるひ野が安全であることを理由になかなか

対応いただけていない状況。こちらは引き続き要望を出していく。＜杉本＞ 

 以上 

回 覧 



2022.5.14
はるひ野町内会

１．本資料の主旨
2022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）
片岡

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（含む町内会館取得検討） 吉田

特別企画 夏期特別イベント企画検討・推進 中村

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 中村

町内会費集金・募金推進

会計管理

【2022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

将来構想 小谷

1 / 1

中村
ブロック・班編成調整

加藤

組織

総務

渉外 他組織との交渉・調整

情報発信

水野

会計

片岡

吉田

部　会

回覧



２０２２年５月１４日 

はるひ野町内会 

 
２０２２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 
 

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３日(日)～８月５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 
 

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１１日(土)まで、 振り込み期限は６月１７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17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  （住所氏名を明記してください） 

 
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2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 

https://forms.gle/espdjZhDq3FT8gCi6 

https://forms.gle/espdjZhDq3FT8gCi6
https://forms.gle/espdjZhDq3FT8gCi6
mailto:haruhino.kaihi@gmail.com?subject=%E3%80%90%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A%E3%80%91%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B


回　覧
2022年5月14日

はるひ野町内会

夏フェス実行委員会

『はるひ野夏フェス2022』開催について

2019年以来となる「夏フェス」を開催予定です！
開催に際して必要なスタッフや出店にチャレンジしたい方、出演者等を募集致します！

開催日時：2022年 8月11日（木・山の日）
15：00　～　19：00ごろ　　（時間は目安となります）
※雨天中止。またコロナ感染状況により中止の可能性有

開催会場：はるひ野小中学校　校庭

コンセプト：「大人も子供も楽しめる夏祭り！」

概要（現在検討中）
・キッチンカーの出店 ・ステージでのダンス、バンド演奏
・町内会出店（スーパーボールすくい等） ・お楽しみ抽選会 等々

主催：はるひ野町内会　夏フェス実行委員会

●運営スタッフ及びステージ出演者の募集　（一次締切：6月19日まで）
①夏フェスに向けた企画準備を行う「夏フェス実行委員会」へ参加できる方

現在町内会の三役及びイベント部会のOB等の有志で活動をし始めております。

②当日運営の裏方やお手伝いスタッフとして参加できる方
町内会が検討中の催し物や運営のサポート役。たくさん集まればその分イベントが充実します！

③町内会枠で出店ブースを運営したい方・グループ（はるひ野の住民が参加している事が条件）
催し物自体を企画し、出店したい方（出店企画・準備からほぼお任せする形になります）

④ステージでの発表を行いたい方・グループ（はるひ野の住民が参加している事が条件）
応募者多数の場合や、内容により設備上の課題でご希望に添えない事があります。

※③、④の希望者については夏フェスの趣旨に沿う内容かを実行委員会にて精査させて頂きます。

●募集フォームはこちらです！ こちらのQRコードよりフォームにアクセス

スタッフ、出演者のエントリーやイベントに関する
ご意見等を下記フォームにて受け付けております。

（一次締切：6月19日まで）
ーーーーー　お問い合わせ先　ーーーーー
はるひ野町内会　夏フェス実行委員会
haruhino.summer@gmail.com

https://forms.gle/s2deRgbrmCGMn9dN6

夏フェス　1/2

https://forms.gle/s2deRgbrmCGMn9dN6
https://forms.gle/s2deRgbrmCGMn9dN6
mailto:haruhino.summer@gmail.com?subject=%E5%A4%8F%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%20%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B


 
ご 参 考

2022年5月14日

はるひ野町内会

夏フェス実行委員会

参考：「黒川・はるひ野夏フェス2019」の概要

「夏フェス」をイメージしていただく為に2019年に開催した概要をご紹介いたします。

イベント名：黒川・はるひ野夏フェス２０１９
開催日時：２０１９年８月１４日（水）　１６：００～１９：３０
開催会場：はるひ野小中学校　校庭
概要
・ソーラン節をみんなで踊ろう！ ・お囃子、空手演武、ダンス発表
・町内会出店（スーパーボールすくい等） ・キッチンカー多数出店

当日参加人数：500～550名
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2022年5月14日

２０２２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・
事務局長・部会長・まちづくり
本部長・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）５/１４（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）６/４（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・事務局長・部会長・まちづ
くり本部長・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）

三）５/７（土) １６：００～
運）５/７（土) １８：００～

三）５/２８（土) １６：００～
運）５/２８（土) １８：００～

三）６/２５（土) １６：００～
運）６/２５（土) １８：００～

環境美化部会 ５/８（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

５/１４(土) 町内清掃

６/１２（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

環境緑化部会 ５/２２（日） １０：３０～１２：００
事務所orオンライン

６/２６（日） １０：３０～１２：００
事務所orオンライン

交通部会 ５/２９(日)１７：００～１８：００
事務所orオンライン

６/１９(日)１７：００～１８：００
事務所orオンライン

防犯部会 ５/１５（日）１４：００～１５：００
事務所orオンライン

６/１９（日）１４：００～１５：００
事務所orオンライン

広報部会 ５/８（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

６/１２（日） １６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 ５/１５（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

６/１９（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ５/２１（土） １４：００～１５：３０
事務所orオンライン

６/１１（土） １５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ５/１４(土)９：３０～１０：３０
町内清掃後倉庫確認（予定）

６/１１(土)９：００～１０：００
事務所＆オンライン

回覧




