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○●○●○ 夕陽会便り ○●○●○ 

2011 年５月 30 日発行（10 号 総会特集） 夕陽会広報部 

東日本大震災の影響で1カ月遅れの5月２３日香港園において、会員●●名出席のもとに、

２０１１年度（平成 23）の夕陽会定時総会が開催された。それに先立ち 5月１６日に開催

された理事会で事前審議された結果を基に、報告事項および提案された各議案は、原案通り

可決・承認された。 

引き続き懇親会を開催した。今年度から、雅秀エンタプライズ（ハドソン・ジャパン）は

オブザーバーから正式の会員となった。時節柄、福島原発問題をはじめ、減災･自助･共助の

話題で盛り上がった。 
 

2011（平成 23）年度 夕陽会定時総会議事録（要約） 

【議 事】 

開会挨拶 ： 西会長代行（司会：佐藤） 

１． 期中の人事異動報告、追認 

鴻田会長体調不良のため、昨年６月役員会で西副会長が会長代行として選任された。 

２． 2010 年度活動につき、西会長代行より報告、承認。 

①一般活動報告（西）、②東急騒音問題（杉野） 

３． 2010 年度会計報告につき、塚田会計より報告・椎野監事より監査報告、承認（２頁参照）。 

４． 2011 年度新理事メンバー候補および役員候補を提案・承認（３頁参照）。 

５． 2011 年度活動につき、提案・承認。 

●一般事業報告（含む備蓄倉庫） （西） 

６． 2011 年度一般予算（２頁参照）および特別会計より備蓄品購入の件、塚田会計より提案・承認。 

７． その他 

①防犯カメラ１０台弱を増設する件（約２７０万円のうち約９０万円が負担となる見込み） 

②夕陽ヶ丘街づくり協議会活動報告（七沢） 

③雅叙園増設工事完了報告(2011 年 4 月 26 日落成式) 

閉会挨拶 ： 鴻田副会長 
 

 減災のための備蓄倉庫  

アルコタワーア・ネックスの一角に、備蓄倉庫（約１０㎡）が完成し提供を受けます。何を備蓄すべきか？ 

水や食料など本来自助で揃えるものはあくまで自助努力。共助に必要なものを考えています。 

【備蓄候補品】 

テント、折りたたみテーブル、パイプ椅子、仮設照明（発電機付および軽油タンク）、水吸い上げポンプ、 

大型灯油ストーブ、担架、折りたたみ梯子、ハンド拡声器、台車、工具類（バール、レンチ、金鋸、ジャッキ、 

チェーンソウ、ハンマーなど）、ポリバケツ、ポリタンク、炊き出し用鍋・やかん、プロパンガスボンベ、 

組み立て式トイレ、・・・・ 

皆様からのアイディア および 自宅では不要な備品提供を待っています。 
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予算・決算報告 

【収入の部】 【支出の部】 

  2011年 2010年 2010年   2011年 2010年 2010年 

項 目 （H23）予算 （H22）決算 （H22）予算 項 目 （H23）予算 （H22）決算 （H22）予算

町会費 1,000,000 933,600 1,000,000 人件費 150,000 153,000 100,000

補助金（区より） 500,000 503,650 500,000 防災対策費 80,000 83,630 70,000

雑収入（還付
金

100,000 118,000 150,000 交通防犯対策費 60,000 60,000 100,000

受取利息 500 310 500 地域環境保全費 50,000 88,900 0

リサイクル 25,000 34,642 25,000 青少年育成費 80,000 76,000 100,000

        厚生費 60,000 55,800 160,000

        諸寄付関係費 400,000 400,000 400,000

        渉外費 80,000 79,000 50,000

        慶弔費 0 0 0

        会議費 400,000 323,006 300,000

        修繕費 10,000 0 50,000

        印刷費 250,000 244,715 250,000

        通信費 10,000 1,800 10,000

        事務費 10,000 13,099 10,000

        雑費 10,000 28,700 10,000

小 計 1,625,500 1,590,202 1,675,500 小 計 1,650,000 1,607,650 1,610,000

前年度繰越金 1,430,191 1,447,639 1,447,639 次年度繰越金 1,405,691 1,430,191 1,513,139

合 計 3,055,691 3,037,841 3,123,139 合 計 3,055,691 3,037,841 3,123,139

 

【2010 年度決算上の留意点】 

 ①項目別に見ると、予算と比較して支出額の凹凸があるが、全体予算は守られた。 
 

【2011 年度予算上の工夫点】 

 ①雅秀エンタプライズがオブザーバーから新規会員となり、会費の増収が見込まれる。 

 ②2011 年度の各支出項目の傾向を反映させた数字とした。 

 ③2011 年度も町会活動としての環境保全のための支出拡大の要請はあるが応えられない。 

  見かけ上均衡予算とし、『街づくり協議会予算』から、以下の活動費を捻出することにした。 

   ◎防犯カメラの運営・メンテナンス料等を夕陽ヶ丘街づくり予算からの全面支援を受ける。 

   ◎花と緑の活動費もすべて夕陽ヶ丘街づくり予算から支出する 
 

【次年度先送り事項】 

 ☆住民の防犯意識が高ければ高いほど（ソフト面） 

 ☆街がきれいであればきれいなほど、（夜間、明るければ明るいほど ← 節電中ですが） 

 ☆防犯設備がハード的に整っていることが明示されればされるほど、 

  ⇒犯罪発生は減少するという。 

 ●いつまでも、街づくり協議会の支援に頼ることはできない。 

  設備投資が終わり安定運用に入れば、メンテナンスは町会費負担とするのが筋だろう。 
 

【特別積立金と支出計画】   防災対策費  ２，７４２，０１０円   

品川区から貸与されるもの、会員が寄付してくれる物品等を考慮し、備蓄倉庫に備えるべきもの

を確定した後、この積立金を使って、順次購入することにする。    

 ＊2010 年度扱いで、品川区を窓口として、宮古市に１０万円の義援金を拠出した。   



 －3－

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東急目黒線電車の騒音について（経過報告３） 

４月 19 日、大崎第１地域センターで、測定結果の列車別詳細説明を、測定した専門家より受けた。 
●その結果、住民の日ごろの実感が証明された。    
 ①下り騒音のほうが大きい     
 ②列車編成（運営会社）により、騒音の大きさが明確に異なる  
 ③スピードが４０ｋｍ台になると、騒音が顕著に低くなる  
●町会が独自に実施した測定結果を提示し,事実確認をした  
 ①杉野短大・磯部邸付近の騒音が、時に９０ｄｂを超え一番ひどい  
 ②道路上１.2ｍではなく、実生活空間に近い５ｍ付近のほうが、騒音が大きい 

個人サマータイムのおすすめ  (投書 塚田 晴子） 
夕陽会の節電協力として、街灯が１本おきに点灯されています。 
日々の暮らしの中で既に工夫されていると思いますが、次のような方法はいかがでしょうか。 
宵っ張りの朝寝坊をやめて、サマータイムを個人的に導入するのです。 
各家庭内のことですから、１時間といわず２時間ぐらいの早起きをおすすめします。 
4 時過ぎには明るくなっている朝は涼しく、鳥のさえずりも楽しめます。 
さわやかな朝は身体が軽快に動き頭の回転も良くなり、驚くほど 1 日の活動の能率が上がります。 
 

２０１1 年度夕陽会 理事・役員 

氏 名 住 所 役職 
 西  春雄 上大崎４－５  会長 

 鴻田 次章 パークマンション  副会長 

 佐藤 至弘 上大崎４－４   

 田中 稀一郎 下目黒１－８   

 杉野 秀子 上大崎４－６ 杉野学園   

 七澤 基 マンション雅叙苑   

 小田 信昭 マンション雅叙苑   

 塚田 晴子 上大崎４－５  会計 

 奥村 潤一郎 上大崎４－５ 

 椎野 開八郎 上大崎４－４ 
 監事  

 今井 達郎 南目黒苑   

 大森 浩市 ラビ目黒   

 小川 大助 上大崎４－５   

 金井 敢 上大崎４－３   

 金武 慶子 上大崎４－５   

 斉藤 雅之 セレニティ目黒   

 鈴木 正司 上大崎４－５   

 関根  一彦 パークタワー目黒   

 高橋 昭廣 上大崎４－４   

 田中 浩 南目黒苑   

 中村 胤夫 マンション雅叙苑   

 堀井 陽子 上大崎４－５ （民生委員）

 守安 孝太郎 ドレッセ目黒   

 柳沢 浩一 上大崎４－６   

 与倉 守英  上大崎４－５   

 ﾊﾄﾞｿﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 雅秀エンタプライズ   

  (須永 征規）     

 レオ･シューマカ カトリック目黒教会   

アルコタワー・アネックス 

一般車の侵入を防ぐボラート 

エントランス前の舗装が平坦に 

会員の品川区へのアピールもあり、ＮＴＴの 

マンホールを改修するなどの工夫がなされた。
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『夕陽ヶ丘街づくり協議会』活動報告 (紙面を借りて) 
 

5 月１6 日総会が開催され、2010 年度の活動報告と 2011 年度活動方針が承認された。 

【2010 年度】 

 事業・活動報告（夕陽会便りに掲載済み） 

 ①杉野学園建設中の新校舎沿いに、鉄板敷きでの歩道状空地の提供を受けた。 

 ②ドレメ通りを花と緑で飾る活動（第２段：㈱丸西沿い） 

③ドレメ通りの歩・車道分離のカラー化工事は、町会の申請で区の工事として行われ 

たが、その実現に当たり平成 22 年度内実施を支援した。 

 会計報告 

  ・支出約１１５万円 （花の植え替え、第２段プランター新設、ガード下ペンキ代等） 
 

【2011 年度】 

 事業計画 

  ①引き続き、ドレメ通り北寄りの歩道状空地の拡大を目指すが、私権絡みで見通しが 

立っているわけではない 

  ②花と緑  ・第１・２段階のメンテナンス 

・第３段階の展開を募集。 

        ・すでに実施されている家庭・団体に支援金の設定。 

  ③防犯カメラ増設およびメンテナンス（町会の事業を支援する形で実施） 

 事業予算 

  ①は交渉成立後、改めて支出を検討する 

  ②対応として  60 万円 

  ③対応として １２０万円 
 
 

 プランター設置希望者募集  
 

【支援概要】 

①初期費用（プランター・土購入および植栽代金】 

②花のメンテナンス費用の半額程度の支援（上限がありますが） 

③既存花壇も申請していただければ、メンテナンス費用の半額程度の支援（上に同じ） 

【支援前提条件】  

①ドレメ通りに面し、所有者敷地内に設置すること（区道路部分は不可） 

②新設プランターは、デザインの統一感をだすため、ボランティアの意見を尊重すること 

③植栽は統一感を保つため、同一業者指導もしくはボランティアの意見に従うこと 

④水やり・メンテナンスは各自の責任でおこなうこと。常識的注意義務を怠り、枯れたり、 

プランターが破損したりした場合は、翌年からの支援を打ち切ることがある 

⑤支援は、予告なく打ち切られることがある 

【申し込み先】   ボランティア窓口 ： 七沢 直美（電話：３４９４－７３９６） 


