
2019年 4月 13日

森が丘自治会

4月度会員皆様へのお知らせ

役員・理事 自己紹介

評議員 自己紹介

会計監事選出

役員選者委員選出

森が丘自治会定時総会開催について

日  0寺   2019年 5月 25日 (上)午後 1時
開催場所   森が丘自治会館

議  案   第 1号議案 2018年 度事業報告

第 2号議案 2018年 度収支決算報告

第 3号議案 会計監査報告

第4号議案 2019年 度事業計画 (案 )

第 5号議案 2019年 度収支予算 (案 )

第 6号議案 役員改選

◇定時総会のご案内 《全会員に配布して<ださい》
出欠票及び委任状は評議員の方が取りまとめて、4月 27日 (土)の会費納入日に
自治会館までご持参<ださい。 時間 午前 10時～ 118寺 30翁
総会資料をご希望の方は、自治会館 (842-2583)ま でご連絡<ださい。

2 自治会からのお願い

(1)会費の納入について
0会費は評議員さんが集金に伺います。

全世帯一か月 300円   一年分 3,600円です。
(2)会員名簿 (個票)の作成について

0自治会でお預かりしておりましたォレンジ色の会員名簿 (個票)をお返 し致 します。
改めてみどり色の本年度個票に記入して評議員さんにお渡し<ださい。
個票は鍵付き書庫にて厳重に管理 しております。生年月日は、入学祝いや敬者等の対
象者を特定するために是非ご記入<ださい。

・評議員さんは記入していただいたみどり色の本年度個票を4月 27日 (上)の会費
納入日に自治会にご提出ください。

時間 午前 10時～ 110寺 30分

森が丘自治会のお知らせと掲示板はホームページで見ることができます。
イベントの写真も掲載していますのでご覧下さい。 [森が丘自治会 __璽環 財



(3)募金について

・ 募金いただける方は、日赤募金 赤いΣ2根共同募金 年末助け合い募金をそれぞれ

の専用封筒に入れ、lEl票を入れる窓付き封筒に一緒に入れて下さい。

(4)自治会を退会 (ヨ 1越 しなどで移転)される方は、会費および会員台帳 (イ固票)をお返 しい

たしますので、各組の評議員の方にご連絡<ださい。

(5)防犯灯の修理について

防犯灯修理は、故障等に気が付かれた方がお電話をして<ださい。

横浜市市民局地i或防犯支援課    671-3709
磯子区役所地域振興課       750-2392

(6)自治会についてのお問い含わせは

会長 笠原 (841-6876)ま でお電話<ださい。

(7〉 言卜報のご連絡は、各組の評議員さんにご連絡ください。

3 たんぼぽクラブ (子育てサークル)より

※詳細別紙

4 自治会の資源回収のお知らせ

日  B寺   5月 4日 (上) 5月 18日 (上)毎月第一 第三土曜日

朝 8時から9時の間にお出し<ださい。

資源回収奨励金は下記の通りです。ご協力ありがとうございました。

2019年 3月 9日 入金 (11月分)  交付金額         39,414円
回収業者より (2月分 11,901 k g回収)回収協力金       4,OOO円
4月よι:ス手―rL缶勝資源集団回収し春世た。横浜市の回収 (ホ曜日)に
出して下さい。

アルミ缶 持ち運べる金属 (自転車 電子レンジ)勝資源回収ヘ

(自転車等に勝必ず「テイクオフ」こ貼‖紙をしτください。)

5 森が丘自治会館の清掃について

日  0寺 4月 20日 (上)    午前 9時 30分
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◇ 2月交通事故発生状況

◇3月犯罪発生状況

森が丘 1丁目 1件 (二輪車の単独事故)
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◇3月の行事報告及び4月の行事予定

行事 3月の実施日 参カロ者等 4月の予定日0寺

卒業お祝い会 3日 35名

汐見台学援隊パ トロール 7日 2日 14各 11日 14:40～23日 13i30～

防犯パ トロール (夜間) 2日 10名 13日 27日 19:○○～

お弁当の配達と昼食会 12日 19日 26日 243食 9日  16日  23日 30日

いきいき体操教室 14日 24名 18日 13:OO～

たんぽぽ
″

7日 4日 86名 25日 10:○○～

いそごあかちゃん教室 27日 25名 休み

つ<しんぼ 28日 15名 25日  11:○○～

反愛サロン 15日 30名 19日  13!30～

会館清掃 20日  9i30～
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ご逝去されました。ご冥福をお祈りし、謹んでご報告申し上げます。

◇平成31年度 032年度官公署並びに地区役員委嘱関係について下記
の応を推薦しました。

◎スポーツ推進委員

長山和之   太田忠紘

◎保健活動推進員

内藤京子   谷 暢子   江□敦子   三篭志の6ヽ

◎環境事業推進委員

森 久美恵   増田和子

◎磯子区明るい選挙推進協議会推進員

太田忠紘   関野秀二   稲垣孝代   小河正隆

◎次回評議員会は5月 17日 (土)午前 冒0時より開催いたします。

森が丘自治会磯子区森が丘2-25-6
TEL 0 4 5-842-2583 囲森が丘自治会Lル :morigaoka.jichikai@nifty.oo市


