
平成23年度事業報告

部　門 項　目 月/日 事　　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摘　　　要

12月23日 最終役員会（納会）

役員会議 1月9日 ４１回定例総会 定例議案・新役員承認について

定例会議及び 1月22日 役員会議 執行部体制・行事予定・会費の徴収・回覧物等取り決め

役員会議 2月11日 三役会議 専門部の所属人選・行事開催予定・集会所検討委員の人選

3月12日 役員会議 塩竈神社春季例祭：子ども神輿

あいさつの道（仮名）・面いち便り・卓球大会

3月17日 こども神輿準備委員会 塩竈神社春季例祭：子ども神輿の準備協議どこが主体なのか？

4月2日 執行役員会 塩竈神社春季例祭：子ども神輿準備体制

集会所検討委員会の立上げ人選・面影地区慰霊祭

総　務 4月7日 こども神輿準備委員会 塩竈神社春季例祭（４／１０）：子ども神輿の直前準備協議

4月17日 執行役員会 面影運動会事前打合せ

5月21日 納涼祭実行委員会立上げ準備会議 納涼祭の準備委員会の立上げ

5月28日 納涼祭実行委員会立上げ準備会議 班長・専門部を含めて役割分担

6月12日 執行役員会 納涼祭を主に打合せ

6月26日 役員会議（班長含む） 街灯数の削減会議→街灯の消灯試験説明）

7月3日 納涼祭実行委員会立上げ準備会議 半月後に控えた納涼祭の役割分担

7月18日 納涼祭実行委員会最終確認会議 納涼祭実行委員会最終確認会議

8月22日 役員会（納涼祭ふりかえり会議） 納涼祭関連役員との打合せ

9月3日 執行役員会 来年度の役員選出と予算に関して

10月9日 執行役員会 ２４年度予算と新役員選出検討会

10月26日 役員会議（顧問含む） 互選会議の準備（互選の定員不足が発生している・対応会議）

11月12日 ２４年度予算調整会議 こども会・明朗会に支給する来年度の助成金に関して

12月4日 執行役員会 年末年始の予定確認

12月10日 新旧執行役員会業務引継ぎ会議

12月23日 納会 集会所の清掃→納会→親睦会

12月25日 会計監査・総会資料内容確認会議



部　門 項　目 月/日 事　　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摘　　　要

塩竈神社総代 3月5日 第１回塩竈神社拡大総代会 新年度の事業計画

12月3日 第２回塩竈神社拡大総代会 年末年始の予定確認

12月18日 ２４年度　歳旦祭実行委員会 年末年始の予定と役割分担最終確認会議

街灯数削減会議 6月26日 街灯数削減会議（班長含む） 街灯数の削減会議→街灯の消灯試験説明

7月2日 消灯試験の実施と確認作業 町内の部分消灯の開始

総　務 7月18日 街灯削減現場確認 町内を巡視する（３役）消灯の続行を確認

7月25日 中国電力へ街灯削減申請 削減数２７灯

集会所 4月17日 第１回集会所検討委員会を初回として 单條・西村・森本・新・吉田・谷口・田北に委員委嘱状

検討委員会 ～ １２月１７日迄、７回の検討委員会を 途中に会計：垣内氏に参加を要請する。

12月17日 開催し協議を行いました。 （役割分担:市・県・住宅供給公社・他町内の集会所調査）

・・詳細は別途報告書にて説明

出来事 3月11日 東日本大震災発生 日本の歴史上、未曾有の大被害が発生してしまいました。

4月12日 東日本大震災の義援金 面影１丁目：２８５，６３２円自治会へ納める。

4月12日 面影１丁目へ被災者２家族へ支援 面影１丁目：４６，２００円＋お米＋自転車　他を支援する。

役員選出 11月3日 互選会議 １２名の定員候補者による互選会議

陳　情 6月17日 市より以前に提出の地区要望の回答 要望１１点に対し実施不可が全て、地区にて検討願いたいも含む。

7月27日 路面凹凸部の塗装⇔実施 旧生活センター前と岩崎宅と水村宅の間

8月19日 大杙橋の道路の拡張 市側は市長を含めて前向きに検討するとの回答（平成２５年？）

白ゆり保育園前道路安全確保 未回答

行　事 1月8日 とんど祭り準備会 旧班長と旧執行部にて準備

1月9日 とんど祭り 積雪の中大勢の参加者がありました。

4月10日 塩竈神社大祭：こども神輿巡行 晴天にて大盛況でした。ありがとう。

7月23日 第３１回面影１丁目納涼祭 子ども会・明朗会・町内会の皆様がたくさん集まって

納涼祭を盛り上げて頂きました。

9月18日 面影地区敬老会 対象者：９０名　参加者：３５名

10月22日 面影地区公民館祭 面１より８点の出展

研修会 8月27日 小地域懇談会 参加：２７名

「こころのメガネ曇っていませんか」ビデオ視聴

広　報 町内会だより：発行６回 総務：広報より「町内会だより」の発行（面影の出来事記録です）

町内会案内図の修正品を作成
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3月27日 面影卓球大会 参加９名：昨年に続いて３位入賞

体　育 4月24日 面影バレーボール大会 参加：１２名惜しくも予選敗退

5月8日 面影地区大運動会 参加多数：総合７位（トライアイスロン：２位　綱引き：３位）

7月9日 地区対抗Ｇ・Ｇ大会 参加１１名：１１位

11月6日 ソフトバレーボール大会 三年ぶりの入賞：３位

11月20日 バドミントン大会 ６位

1月1日 大雪:町内に除雪車を入れる。 近年にない大雪でした。

環境衛生 5月15日 地域春の一斉清掃 晴天に恵まれました。協力にありがとうございました。。

6月26日 象の公園の芝生はり作業 参加：30名　協力にありがとうございました。

＊＊＊＊＊ 三角公園・面影東公園も精魂こめた草花も、観賞できるまでになりました。

10月15日 市の一斉清掃 晴天に恵まれました。協力にありがとうございました。

11月3日 面影山清掃 忠魂碑周辺の草刈（公民館主催）

7月3日 第1回防災訓練 象の公園:参加者25名

防災交通 7月18日 街灯削減現場確認 町内を巡視する（３役）消灯の続行を確認

7月12日 市の防災指導員養成講座受講 ３日間のコースを面１より４名が受講

8月31日 災害時要援護者支援リスト完了 ５０人が登録されました、猛暑の中民生委員さんに感謝します。

9月4日 面影地区防災訓練 面１から１１名参加全体では１５０名

面影公民館で東日本大震災ビデオ視聴と非常食の試食

11月23日 第２回防災訓練 三角公園：２０名の参加

12月18日 ゴミステーション調査 市よりコミステーションの備品調査依頼(報告済み)

教養講座 3月7日 電子紙芝居で民話を語る：福本夫婦 参加：２２名

明朗会 9月22日 江山浄水場見学 参加：２６名

10月6日 高齢者認知サポーター講習 参加：２９名

10月28日 強い脳を作る・・料理創作　他 参加：２６名 多彩な事業展開をして戴きました。

11月10日 強い脳を作る「今日から始める脳いきいき」参加：２６名 多くの参加者になりました。

11月21日 強い脳を作る・・絵手紙・・ 参加：２３名　　 役員の皆さまと参加者の皆さまに

町内清掃 3月27日 集会所前　プランター花植え 参加：　９名 御礼を申し上げます。

7月16日 納涼祭会場の清掃 参加：１９名

10月20日 集会所前　プランター花植え 参加：　４名

ろうあ者交流会 4月12日 ろうあ部・手話サークル・明朗会 参加：３７名

9月6日 ろうあ部・手話サークル・明朗会 参加：３７名
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歩こう会 4月21日 ジオパーク。山陰海岸学習館へ 参加：３５名

明朗会 11月7日 国府町水辺の学校～家持碑散策 参加：１６名

交通安全教室 5月13日 交通安全対策／防犯対策 参加：２４名

社会見学 6月3日 佐治アストロパーク 参加：３７名

健康体操 6月10日 しゃんしゃん体操 参加：２０名

6月21日 納涼祭にむけて体操と踊りの練習 参加：７８名

秋季親睦会 10月18日 余部鉄橋と浜坂温泉へ 参加：３８名

カラオケ 11月27日 忘年カラオケ大会 参加：１８名

4月10日 ふれあいの輪行動事業 参加：６０人塩竈神社子ども樽神輿

こども会 資源回収 4月24日 第１回資源回収 参加：１５人（新聞・雑誌・アルミ缶の収集）

5月10日 第２回資源回収 参加：　５人（アルミ缶の収集）

　祭り・資源回収・楽しみ 5月22日 第１回面影小学校資源回収 参加：１５人（新聞・雑誌・アルミ缶の収集）

　と積極的な事業展開をし 7月10日 第３回資源回収 参加：１５人（新聞・雑誌・アルミ缶の収集）

　て戴きました。 8月12日 第４回資源回収 参加：　５人（アルミ缶の収集）

9月26日 第５回資源回収 参加：　５人（アルミ缶の収集）

10月20日 第２回面影小学校資源回収 参加：１５人（新聞・雑誌・アルミ缶の収集）

11月20日 第６回資源回収 参加：１５人（新聞・雑誌・アルミ缶の収集）

運　動 5月8日 面影地区大運動会 参加：６０人　トライアイスロン・水運び・リレー参加

9月24日 子ども駅伝大会 参加：　８人　惜しくも入賞を适す。応援に感謝します。

７月～８月 ラジオ体操 参加平均３０人　しらゆり保育園にて

安　全 7月25日 夏休み交通安全教室 参加：１０人　ビデオ鑑賞

お楽しみ 3月20日 歓送迎会 参加：７０人（新入生・卒業生の歓送迎会）

9月23日 第１回お楽しみ会（バーベキュ－） 参加：７０人（バーベキュ－）

12月18日 第２回お楽しみ会（クリスマス会） 参加：９０人

2月1日 新年名刺交換会 参加：２１名手話サークルとろうあ部

ろうあ部 交流会 4月5日 植物鑑賞会・花見交流会 参加：２３名持ち寄りの盆栽と枝桜花で花見会

4月12日 第1回　明朗会と交流会 参加：２４名障がい者との理解を得る交流会

9月6日 第2回　明朗会と交流会 障がい者との理解を得る交流会

学習会 7月19日 講演学習会 参加：２４名ロシア出身者との交流会

10月11日 講演学習会 参加：２３名病気を知ろう

11月26日 １年を振返る会 参加：１６名手話サークルとろうあ部


