
  

令和２年 

浦和区岸町七丁目自治会定期総会 

さいたま市 浦和区岸町七丁目自治会 

日時:令和 2 年 5 月 10 日（日）10 時 30 分～12 時（予定） 

会場:さいたま共済会館 601 号室 
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  総 会 次 第 

 

１．開会の辞                副会長  戸塚  寛 

２．会長挨拶                会  長  阿武 信夫 

３．議事 

（１）議長選出 

（２）２０１９年度事業報告     会長    阿武 信夫 

（３）２０１９年度決算報告     会計    内山 浩一 

（４）監査報告                監事    荒川 克己 

（５）議長交代 

（６）２０２０年度事業計画（案）  新会長    戸塚 寛 

（７）２０２０年度予算（案）     新会計    冨田 充 

（８）２０２０年度役員（案）     新会長    戸塚 寛 

（９）質疑応答            新会長    戸塚 寛 

４. 閉会の辞               副会長    渡辺 恵次 

 

 

 

 

 



 

                     ２ 
 

２０１９年度 事業報告 

 

Ⅰ．総会：定期総会（毎年５月開催）、臨時総会、 
・定期総会 5 月 1０日（日）10：30~12：00（場所：さいたま共済会館） 
２０１８年度事業及び決算の報告、２０１９年度事業計画案及び予算案の承認、 
２０１９年度役員の選出など 

Ⅱ．役員会：3,6,9,12 月を除く毎月第一土曜日午前開催 
Ⅲ．班長・役員合同会議：3,6,9,12 月第二土曜日午前開催  
Ⅳ．主な役員会、班長・役員合同会議内容 
１）道路建設工事付近の状況について会員から役員会への報告と歩行者用信号機設置 

要望等があり、南部建築事務所に連絡、および、浦和警察署に要望し、その結果 
を報告した。 

２）ごみ収集場所の変更と対象者の編成変更。 
３）掲示板設置個所増設：４か所から５個所（新道路歩道上） 
４）建築中マンションの透明塀設置の要望が班長・役員合同会議であり、施主に対処要望。 
５）自治会費の銀行振り込み開始。 

Ⅴ．行事等 
・バスツアー：５月春・長瀞ライン下り、ＳＬ体験、１１月秋・あしかがフラワーパーク 

イルミネーション 
  ・ウォーキング：４月熊谷桜堤の観桜散歩、５月与野バラ園ウォーキング、１０月王子・

旧古河庭園巡り、１２月初冬の国分寺から西国分寺へ・お鷹の道散策（雨天中止） 
３月観桜散歩（コロナウイルスで中止） 

  ・子供関連行事：７月子ども神輿町内巡礼、９月レッズハートフルキャラバンサッカー 
教室、１０月スケート教室、１月書初め展、 

・文化行事：１０月岸町公民館文化祭、１１月区民祭り、 
・美化活動：春、秋、のごみゼロキャンペーン 
・懇親会：新年会、敬老会 
・お祝い：入学祝い、敬老祝い 
・弔慰：香典、生花 

   



                       3 

２０１９年度行事の報告 

４月 
・３日 熊谷桜堤の観桜散歩および深谷歴史 
の道散策 

 

 

 
・２４日「うたと体操のつどい」開催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５月 
 ・１２日 定期総会開催。１８年度事業・決算報告、１９年度 

事業・予算などを議決しました。 

・２５日 長瀞ＳＬツアー開催 

 
 

 

青空の下、土手の菜の花と寄り

添うように咲いている桜の光景

は、息をのむ美しさでした。  

新１万円札肖像の渋沢栄一誕生

地深谷ではレンガ倉庫、七ツ梅酒

造跡を見学（１３名が参加）。 

 

 

 

例月第４水曜日１４時から１６時まで「喫茶まりも」で開催しました。 

熊谷駅から長瀞駅までのＳＬツアーを

楽しんだ後、長瀞で川下りに参加した子

供たちは水しぶきに歓声を上げていまし

た。 
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・２６日 ごみゼロキャンペーン 町の美化を推進しました。 

 

 
７月 
 ・１４日 西地区祭礼（こども神輿） 

  
  
9 月  
・７日 岸町小でレッズハートフルキャラバン 

サッカー教室を開催しました。 

 

 

・２８日 敬老会を割烹千代田で開催。 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

子供たちにアイスや麦茶・お 

菓子を提供しました。 

 

 

75歳から最高齢の94歳まで45名が参加、

座ってできる健康体操やドドンパ節の替え

歌で大いに盛り上がり、楽しい食事会とな

りました。 
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１０月  
・１７日、王子、旧古河庭園を散策。旧古河庭園は、秋バラを鑑賞しました。 

 

 
 
１１月  
・１６日 秋のバスツアー 足利フラワーパークでナイトビューツアー 

 
 
・１７日 岸町小体育館でさいたま市主催の避難場所運営訓練に参加。 

 
１月  
・１９日に新年会を開催。 

 

 

 

・２５日 起志乃天神例大祭（餅つき大会）に参加。 

 

令和最初の新年会をワシントン

ホテル浦和・椿山荘で開催（５８名

参加）。晴天に恵まれた１３階から

の眺望を楽しみながらの楽しい食

事会と、恒例のビンゴゲームを楽

しみました。 

全国イルミネーションランキング３年連続１位で、500万個

のLEDが使われています。春は藤で有名な場所ですが、

その藤棚にあたかも藤の花が咲いているようなイルミネ

ーションが、音楽に合わせて色を変化・点滅させるのが見

事。晴天に恵まれ楽しいバス旅行でした。 
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２０２０年度岸町七丁目自治会日程予定      

   

 

４月    ７日（火）会計監査 １8 時～ 事務所２Ｆ 

１１日（土）役員会議・総会資料確認 

１８日（土）バスツアー  コロナウイルス感染予防の為中止 

５月     ２日（土）役員会議 

１０日（日）岸町七丁目自治会総会 

       ２４日（日）未定 ごみゼロキャンペーン 

６月    １３日（土）班長・役員合同会議 

        某日   ウォーキング 

７月    ４日（土）役員会議  

       １２日（日）子ども神輿 

       １９日（日）浦和祭り（神輿巡行） 

８月    １日（土）役員会議 於：共済会館 

９月   １２日（土）班長・役員合同会議 

２７日（日）敬老会 

１０月     ３日（土）役員会議 

        ９日～１１日（金、土、日）公民館文化祭     

        某日   ウォーキング 

１１月     １日（日）区民祭り 

７日（土）役員会議 

        ８日（日）未定ごみゼロキャンペーン 

１５日（日）避難場所設置訓練 

某日   秋のバスツアー 

１２月     某日   ウォーキング 

１２日（土）十二日まち 

       １２日（土）班長・役員合同会議、 

１月    ９日（土）役員会議 

       １７日（日）自治会新年会、合唱、 

２５日（月）起志乃天神社 餅つき 書道展 

２月    ６日（土）役員会議 

３月   １３日（土）班長・役員合同会議、班長交代名簿配布 

１４日（日）防災訓練、於：起志乃天神社  

某日   観桜散歩 
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      ２０２０年度 浦和区岸町七丁目自治会役員名簿（案） 

                       ２０２０年５月１０日 

                     

・会長     *戸塚 寛   090-5301-0330  831-7264（📠） 

 

・副会長     渡辺 恵次 699-8778 

  *山野井 悦子  （兼民生児童委員）838-7298 

 

・会計      *冨田 充    834-8866 

 

・文化部長   *森田 成子（兼民生児童委員 822-3531）     

清輔 裕美（兼主任児童委員 834-2375） 

  

・社会福祉部長 *山野井 悦子（兼民生児童委員）838-7298  

 

・防災・防犯・交通部長 

         *永瀬 大介（兼民生児童委員、地域福祉プロジェクト委員、岸町小学

校担当）833-6650 

    冨田 充    834-8866 

 

・総務部長   *萩野谷 和樹 080-6229-7877       

 

・環境衛生部長  *中川 貴銘  834-1915 

 

・広報部長   *名越 浩文  834-4506 

 

・監事      荒川 克己  822-9821         岡登 久夫  824-3869 

 

・理事      白石 寛司（清心寮施設長）837-1755 

        大泉  佳久（防災委員会委員）822-1654 

         *堀江 節子（文化活動担当） 829-2840  

                *宮島 ひろみ（社会福祉担当） 825-0988  

       

 

・注：* 印 は、新任です。 
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２０２０年度各種委員会及び委員 

                       2020 年 ５月１０日 

                                                                 

 ・防災委員会 
    委員長  *永瀬 大介        
    委員 :    大泉  佳久   冨田 充  
 
・岸・神明地区社会福祉協議会 

      委員：山野井 悦子  森田 成子  清輔 裕美   永瀬 大介 
  
・岸町公民館運営協議会 

      委員：清輔 裕美    冨田 充 
   
 ・岸町コミュニティ会議委員 
      委員：清輔 裕美   宮島 ひろみ   
   
・クリーンさいたま推進委員 

     堀杉 幸子   森田 成子 
 
・岸町防犯ステーション運営委員  
   *永瀬 大介 

  
・地域防犯推進委員        

*永瀬 大介     冨田 充    戸塚 寛 
  
・更生保護法人清心寮評議員 
   *戸塚 寛  

 
・区民祭り運営委員  

*戸塚 寛  渡辺 恵次  森田 成子  山野井 悦子   
清輔 裕美  *宮島 ひろみ  *名越 浩文  萩野谷 和樹 

 
・区 長 

萩野谷 和樹  岡登 久夫  堀江 節子  冨田 充  中根 順子 
     田口 和義   山野井 悦子 

 
・*印は、新任です。 
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  岸町七丁目自治会班長殿 
自治会総務部 2020.05.10 

 

班長業務について 

岸町７丁目に居住する人達が、「快適で住みよい町づくり」をするために、地域の問題点を洗い出し、班員

の要望事項を吸い上げ、班長会議に提案・検討・実施を行う。 

また、自治会の事業計画に積極的に参画し、地域コミュニケーションの輪を広げると共に日常の近隣との相

互理解に努める。 

 １）新班長の選出と届出 

   ４月、班長任期１年・班長の順番制。交替用紙に新班長名および次年度の班長予定者を副班長として

記入の上、森田部長へ届け出る。 

   マンション等で不定期の交代があった場合は速やかに連絡する。 

２）総会に出席し、班員の意向を反映する。 

  年１回４or５月。 

３）班長会議に出席し班員の意向を反映する。 

  年４回（３ヶ月おき）。班長欠席の場合、副班長が出席のこと。 

４）配布回覧資料を受け取り、班の各世帯に配布・回覧する。 

  毎月１日 13:00～より東京電力岸町変電所階段下に設置されたロッカーの班番号記載ロッカーより

各自持ち帰ること。 

５）会費の徴収 

  年１回、６月に徴収のこと。一般家庭 3,000 円、事業主 6,000 円。 

  また、事業主および一般家庭でも要望がある場合、自治会の領収書を発行する。 

  徴収した自治会費は浦和区岸町 7丁目 1−8東和銀行 浦和支店の 

ＡＴＭより振込手数料を引いた金額を「岸町七丁目自治会」口座に振り込む。 

  詳細は別紙参照のこと。 

６）転出・新規転入者の把握 

  新規転入者の自治会への加入勧誘、転出・加入者の会長への届出。 

７）各種事業計画への積極的参画 

 

以上 



                   13 

             委任状 

 
  私は２０２０年５月１０日（日）開催の２０２０年度岸町七丁目自治会 
総会に出席できませんので、同総会における議決に関する権限を、 

 
代理人                        様に委任します。 

 
                
   住所    

 
氏名            ㊞ 

 
記： 

       
 
 
【代理人を選出する場合】※委任状は総会前までに班長に提出してください。 

 
 
 

               キ リ ト リ 線 

 
 

★注 欠席、または、委任状の提出無き場合は、総会議長への委任

とさせていただきます。（自治会会則第２０条による） 

  
 
 



【連絡先】  

 

：https://kishi7.org 

 

         ：090-5310-0330（戸塚） 

 

：kishi7jichikai@gmail.com 

 

 

 


