
 

令和 4 年度（2022 年度） 船橋会 定時総会 報告 

開催日時：令和 4 年 5 月 8 日（日） 9：00～10：45 
開催場所：世田谷区立船橋小学校 多目的スペース 
出席者 ：（来賓）船橋まちづくりセンター 所長 長谷進様 

（常任役員）飯田育代会長 
妹尾 花形 萬寶 松島 飯田直美 平野 鈴木昭彦 田久保 各副会長 
松村 髙倉 山﨑 濵中 鈴木実 八巻 和泉 宮内 鈴木喜一 各理事 
鈴木幸夫 池田博樹 各監事   

（部長）2 部 A：八巻 2B 部：松崎 3A 部：竹田 5 部：山﨑 6 部：菅井 
7 部：新藤 8 部：山内 9 部：酒井 10B 部：峰 13 部：森久保  
14 部：木戸 15 部：鈴木洋治 16 部：清水 18 部：中野  
26 部：山口（サンヴェール千歳船橋）33 部：岡崎 45 部：樋之口 

計 35 名 （敬称略） 
 

                          司会：八巻和郎理事 
司会挨拶：八巻理事―本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 
１ 開会挨拶：飯田育代会長 
 おはようございます。船橋会総会を船橋小学校で開催いたしました。船橋小学校は、小学生と地域の大人

が一緒に楽しむ“船橋地区総合型スポーツ・ぶんかクラブ”を推進します。今後、船橋小学校が地域とより

関係を深めていくことになるので、地域の皆さまに船橋小学校を知っていただきたいと思い、会場にいたし

ました。本日の総会では、会員の皆さまの町会費を、どのように活用させていただくことが安心安全なまち

を創ることにつながるかをご審議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 
２ 来賓挨拶：船橋まちづくりセンター所長 長谷進 様 
 おはようございます。船橋会の皆さまには地区のまちづくりと発展にご尽力いただき、ありがとうござい

ます。 
区内のコロナウイルス感染者は、3 月が 1 日平均 557 人、同じく 4 月は 437 人と減少傾向にありますが、

高い水準が続いています。感染者の多くは 20 代の方々で、ワクチン接種も進んでいません。また、高齢者

などには第 4 回目ワクチン接種の準備が進められています。ご協力ください。 
世田谷区では『地域行政推進条例』の今年度中の策定に向け意見集約がなされています。まちづくりセン

ターの役割も明確になり、地区防災、地区内のコミュニケーションの推進、困りごとや地区課題の解決など

に一層取り組みます。今後もよろしくお願いいたします。 

 
３ 議長選出、挨拶：田久保芳克副会長 
 ―司会八巻理事より田久保副会長に議長の指名があり、承認され、議長となりました。― 

 議長挨拶：田久保副会長―出席者の半数以上の承認で可決されます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 議案 
１号議案   令和３年度事業報告：飯田直美副会長 

   コロナ禍で昨年度前半は事業の中止が続きましたが、秋以降は感染予防策を講じ、いくつかの事業を 
実施することができました。『防災ウオーク（10/28～11/3）』『スタンドパイプ操作訓練（11/3）』『船橋

会コンサート』（12/4）、新年賀詞交歓会（1/15）などです。皆さま方のご協力に感謝いたします。 

 
２号議案   令和３年度決算報告：松島正洋副会長 

    《収入について》 
     ・会費収入が年々町会費収入は減少しています。高齢化に伴い退会者がいらっしゃる一方で、 

新しい加入者が増えない現状です。 



     ・東京都地域の底力助成金を受け助成金の収入額が増加しています。 
     ・船橋地区会館管理を世田谷区から委託されており、その委託金が 8 月から増額されました。 
   《支出について》 
    ・事業実施や会議開催が減ったため、“会議費”“防犯・交通安全費”“防火防災費”の決算額が減 

少しました。 
    ・助成金を使用しラジオ体操の必要備品を購入したので“福祉厚生費”が増えています。 
    ・繰越金は 1,625,598 円と大幅に増えました。 
   《令和 3 年度期末 船橋会財産について》 
    ・非常時対策基金 57,560,000 円、経常活動資金 4,217,355 円、計 61,777,355 円 です。 
 

会計監査報告：鈴木幸夫監事、池田博樹監事 
４/29、船橋会事務所にて、監事 2 名、飯田会長、総務会計役員 2 名で監査を行いました。 
預金通帳、預金出納帳等を照合し、誤りがないことを認めます。 

 
  ３号議案   令和４度事業計画（案）：飯田育代会長 
   ・例年通りの事業を計画していますが、新しい取り組みもあります。 
   ・東京都立千歳丘高校避難所訓練（6/10）…避難所施設の見学、備蓄の確認をします。 
   ・防災フェスタ（3/11）…東日本大震災が起きた 3.11 に、会員の全員参加を目指して実施します。 

災害時安否確認カードを会員全世帯に配布し、使用する訓練も取り入れたいと考えています。 

  
  ４号議案   令和４年度予算（案）：萬寶通子副会長 
   ・事業計画に沿った予算です。 

・令和元年度（2019 年度）の決算額を基本にしつつ、繰越金 1,612,598 円を、新しい取り組みや例 
 年の予算では購入できない物品の新規購入に使わせていただきます。 

     購入備品…①船橋会掲示板 （1 台 20,000 円✕10 台＝200,000 円） 
          ②発電機（ガソリン燃料）（1 台約 250,000 円✕2 台＝500,000 円） 
     新しい取り組み…災害時安否確認カード （1 世帯 100 円✕3,000 世帯＝300,000 円） 

           
 

1 号議案・2 号議案・3 号議案・４号議案 
出席者の半数以上の承認で可決されました。 

 
 

５ 閉会挨拶：妹尾廣子副会長 
 一昨年の総会は書面総会、昨年は 6 月に総会を延期して開催、ようやく今年度定例の 5 月に顔を合わせ

て総会が開催できました。会員の皆さまからの会費を使わせていただき事業を進めてまいります。一年間、

より一層のご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
※令和 4 年度事業計画を資料として一緒に回覧させていただきます。ご確認いただき、町会の行 
事に１つでもご参加ください。 

 
※令和 3 年度事業報告、令和 3 年度決算報告、令和 4 年度予算は、船橋会事務所で閲覧できます。 

 
 
 

次回のご参加をお待ちしております。 



 
★お知らせ事項・今後の事業予定等  

 
１．会費集金について 

     ただ今の総会で、予算案が可決されましたので、各組において町会費の集金を行ってください。 
    6 月末までの集金が助かりますが、コロナ禍が続いていますので遅れても構いません。 

質問 組長はいつからどのように町会費を集めるのかわからないのでは？ 
返答 組長宛に、町会費集金についての手紙を 14 日の回覧時に配布いたしますので、参考になさ 

ってください。困ったことがあれば、船橋会事務所まで電話でもメールでも気軽にご相談く 
ださい。 

☆ 町会費集金にあたっては、集金日時のお知らせを回覧につけて予告し、集金に回るなどの工夫

をすると、スムーズです。 
 

２．古着古布回収（5/15（日）9：00～12：00 池田公園・神明神社） 
     チラシをご確認いただきご活用ください。汚れたものは受け付けません。 
 

３．第 19 回船橋あおばまつり 
（6/5（日）9：30～12：30 池田公園・船橋地区会館・その周辺） 

     3 年ぶりの開催です。子どもから大人まで楽しめる、参加・協力団体とともにまちの活性化を図 

ることを目的に開催いたします。コロナ感染対策のため飲食はありませんが、子どもが楽しめるゲ 

ームや工作がたくさん増えました。大人向けには地元の野菜販売と体力測定・健康相談コーナーが 

あります。会員還元型の抽選会も行います。抽選参加券付きのチラシを全会員世帯に配布いいたし 

ますのでチラシを忘れずにお持ちください。全世帯配布なので、部長・組長の皆さまにはお手数を 

おかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。今回始めて“ミニコミちとせ”コーナーを 

設けます。直に交流し紙面づくりに役立てます。尚、コロナウイルス感染状況により中止・変更が 

ある場合がありますのでご了承ください。 

 

４．東京都立千歳丘高校避難所訓練（6/10（金）15：00～16：00 都立千歳丘高校） 
     令和 4 年度から、千歳丘高校が、世田谷区の避難所に指定されました。それに伴い、学校のご理 

解を得て、2 年生の防災訓練と学校施設を見学させていただけることになりました。校内のどこが 

避難所になるのか、避難物品は何があるのか、いざという時のためにご自身でご確認ください。 

    質問 住所で決まられている避難所は船橋小学校だが、実際は千歳丘高校が近いので、千歳丘高 

校に避難しても良いのか？ 

    長谷所長より 近い避難所、行ける避難所に避難しても構いません。実際を想定した避難所の場 

所の訓練に参加することも良いと思います。 

☆ 避難所の定員には限りがあります。なるべく避難所にいかなくて済むように、家具転倒防止な 

どの防災準備をすることが大事です。 

 

５．日赤活動費募集（5 月～）：日赤船橋分団長 鈴木照枝様 
     災害や戦争・紛争の現地で、日赤の医師と看護師が人命救助や怪我病気の治療に当たる等の、日 

赤の活動費になります。苦しんでいる皆さんのための募金です。募金は日赤分団員が行いますが、 

船橋地区には 65 名しかおらず船橋地区を網羅することができません。募金のご協力をお願いする 

組長がいらっしゃいますが、ご無理のない範囲で実施していただければと思います。 

質問 集まった募金はどうすればよいのですか？ 

返答 船橋まちづくりセンターにお届けください。できない場合は、分団長まで電話をください。 



 

  ６．その他 
   ○船橋会掲示板について 
     地域に役立つ団体や活動、イベント等、知らせたいことがあれば掲示板を活用していただくこと 

ができますので、ご相談ください。掲示板使用ルールは、船橋会 HP に掲載しています。 

   ○千歳清掃工場 
壁面工事をしています。 

   ○フレール西経堂を通る道路について 
     住宅の中を通る船橋児童館前の道路の水道工事が 3 月まで行われ、車の通行はできません。 

   ○成城交通安全協会 青色パトロールカー 
     各町会が持ち回りで青パトを活用し、巡回パトロールをしています。乗車のための講習会が 6/29 

に開催されます。ぜひご参加いただき、パトロールにご協力していただきたいと思います。ご希望 

の方はどなたでもご連絡ください。 

   ○船橋地区総合型スポーツ・ぶんかクラブ 
     現在、英語クラブの開設に向けて準備中です。英語講師を募集しています。英語が好きな方、 

得意な方をご紹介ください。 

 
★今年度は、船橋会に加入しているマンションの皆さまにも、総会・常会へのご出席をご案内し

ています。～～本日初めてご出席くださった“サンヴェール千歳船橋”の理事長様からのご感想 
マンション住民にとっても地域とのつながりは大事だと感じています。船橋は安全なまちで、自然も多 

いと思います。今日は、このようなまちにするために沢山の方々が活動していることを知りました。 

住んでいる人同士が支え合うまちになると良いと思います。 

 
★総会終了後、ボッチャ交流会を同会場で開催しました。 
  長谷所長、16 名の申し込みくださった皆さま、総会から引き続きご参加くださった部長の皆さま、船 

橋会役員、約 40 名でボッチャを体験しました。指導は、初級障がい者スポーツ指導員であり、船橋会の 

会員でもいらっしゃる和久井直美さんです。 

 

 

次回船橋会常会 日時：６月４日（土）１０：００～ 
※町会費納入のある方は９：３０から受け付けます。 

会場：船橋まちづくりセンター 活動フロアー 

 

５月 船橋会事務所開所日（開所時間１３：００～１６：００） 

１２日（木）１４日（土）１７日（火）１９日（木）２１日（土）２４日（火）２５日（水）２８日（土） 

※事務所開所日は、船橋会ホームページでご確認できます。 

ご来所の折は電話にて在所をご確認のうえ、お越しください。 

 

問い合わせ：船橋会事務所 船橋１－４０－６ Ｔ／Ｆ６７９４－３１４５ 

★メールもご活用ください。船橋会アドレス mail@funabashikai.com 

 

 


