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○●○●○ 夕陽会便り ○●○●○ 

2012 年５月 20 日発行（14 号  総会特集） 夕陽会広報部 

 

今年は規約通り４月２３日香港園において、会員 45 名出席のもとに、2012（平成 24）年度の夕陽会定時総会が

開催された。それに先立つ４月９日に理事会が開催され、事前審議を行った。決算報告の透明性強化、予算案

修正、子供会提案、会員名簿作成の可否などの意見を基に、修正された各議案は原案通り可決・承認された。

なお、スムーズな議事進行を目指し、資料の簡素化および議事進行手続きの一部省略を行った。 

引き続き懇親会が開催され、来賓として大崎第一地区センター 梶新所長の挨拶を受けた。 

 

 

2012（平成 24）年度 夕陽会定時総会議事録（要約） 

【議事】 

開会挨拶 ： 西会長（司会：佐藤） 

１．20１1 年度活動（一部 2012 年度計画を含む）につき、西会長より報告、承認。 

①一般活動報告（西） 

②東急騒音問題（磯部） 

③防犯カメラ増設（佐藤） 

④資機材倉庫整備状況および今後の購入品計画（奥村）  

⑤食料・毛布などの備蓄倉庫（杉野） 

 

２．2011 年度会計報告につき、塚田会計より報告・奥村監事より監査報告、承認（２頁参照）。 

 

３．2012 年度新理事メンバー候補および役員候補を提案・承認（西 ３頁参照）。 

 

４．2012 年度活動につき、提案・承認（西） 

●一般事業報告 

５月：町内会防災訓練、子供会設立の呼びかけ 

 

５．2012 年度一般予算（２頁参照）、塚田会計より提案・承認。 

 

６．その他 

①杉野学園第 2 校舎第 2 期工事・ホールおよび共同住宅の完成報告、歩道状空地の提供 

（実際上は独立した歩道）と 工事期間中地元へ迷惑をかけたことへの御礼(杉野) 

②夕陽ヶ丘街づくり協議会活動報告（七沢） 

 

閉会挨拶 ： 田中副会長 
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予算・決算報告 
 

【収入の部】 【支出の部】 
2012 年 2011 年 2011 年 2012 年 2011 年 2011 年項 目 

（H24）予算 （H23）決算 （H23）予算
項 目 

（H24）予算 （H23）決算 （H23）予算

町会費 1,100,000 979,400 1,000,000 人件費 100,000 89,000 150,000
補助金（区より） 500,000 503,650 500,000 防災対策費 100,000 121,360 80,000

雑収入（還付金） 100,000 52,900 100,000 交通防犯対策費 100,000 92,840 60,000

受取利息 100 188 500 地域環境保全費 30,000 15,286 50,000

リサイクル 25,000 24,708 25,000 青少年育成費 60,000 57,000 80,000

        厚生費/慶弔費 60,000 58,275 60,000

        諸寄付関係費 400,000 430,000 400,000

        渉外費 100,000 112,596 80,000

        会議費 300,000 361,348 400,000

        修繕費 100,000 0 10,000

        印刷費 300,000 370,368 250,000

        通信費 65,000 60,800 10,000

        事務費 10,000 26,670 10,000

        雑費 10,000 17,120 10,000

小 計 1,725,100 1,560,846 1,625,500 小 計 1,735,000 1,812,663 1,650,000
前年度繰越金 1,178,374 1,430,191 1,447,639 次年度繰越金 1,168,474 1,178,374 1,513,139

合 計 2,903,474 2,991,037 3,123,139 合 計 2,903,474 2,991,037 3,123,139

 
【2011 年度決算上の留意点】    

 ①支出面では、項目別に見ると、予算と比較して支出額の凹凸があり、16 万円余予算をオーバーした。 

  特に夕陽会便りの両面カラー印刷等で、印刷費のオーバーが大きい。

 ②収入面では,雑収入が半減し予算未達。   

 

【2012 年度予算上の工夫点】    

①雅秀エンタプライズがフル収入、新たにマンション 2 棟増加となり、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が、会議費および印刷費は圧縮した。 

③2012 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。 

   ◎防犯カメラのメンテナンス料 

   ◎花と緑の活動費 

   ●しかしいつまでも、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。 

④子供会が発足した場合の活動予算は計上されていない。 

 

【特別積立金と支出計画】   

防災対策費（2011 年度支出） ：    ３９６，０６０円 

2012 年度以降支出可能額 ：２，３４６，７６７円 

  

  ミニポンプ等 100 万円以上の備品が品川区から貸与されたため、第１次購入品実額は意外と少ない。 

  2012 年度引き続き、第２次候補の備品の充実に充てる。 



 －3－

■ 2012 年度夕陽会理事・役員  ■ 資機材倉庫 収納物一覧 

氏 名 住 所 役 職 品  名 

 西   春雄  上大崎 4-5 会長 簡易テント ３＊６ｍ 椅子・机 

 佐藤 至弘  上大崎 4-4 副会長 ミニポンプ隊  防火衣・長靴・ヘルメット 

 田中 稀一郎  下目黒 1-8    トーハツ揚水ポンプ ビニール水槽 

 杉野 秀子  杉野学園    ホンダ発電機 １０Ｌガソリンタンク 

 七澤  基  マンション雅叙苑    折りたたみリヤカー   

 奥村 潤一郎  上大崎 4-5    二つ折りスロープ   

 椎野 開八郎  上大崎 4-4    担架   

 塚田  晴子  上大崎 4-5 会計 拡声器   

 小川 大助  上大崎 4-5 ランタン   

 中村 胤夫  マンション雅叙苑 
監事  

 ソフトバンク電話   

 磯部 日出夫  上大崎 4-6   ロープ（虎 白）   

 今井 達郎  マンション南目黒
苑

   オレンジ色バッグ   

 岡島  瑛子  マンション南目黒
苑

   防犯パトロールグッズ   

 岡田  真郎  ラビ目黒    旗   

 小田 信昭  マンション雅叙苑    道具       シャベル・破壊槌・バール 

 金井  敢  上大崎 4-3    消耗品    軍手・ゴミ袋・紐 

 鴻田 次章  目黒パークマンシ   アングル棚   

 斎藤  恭平  上大崎 4-5          町会書類 

 斉藤 雅之   セレニティ目黒   

 高橋 昭廣  上大崎 4-4    ● 2012 年度購入計画品 

 福山 明子   ドレッセ目黒   品  名 概  算 

 細川  知子  パークタワー目黒   ヘルメット （タタメット） 150,000
 堀井 陽子  上大崎 4-5 （民生委員）  ＬＥＤバル―ン投光機 500,000
 柳澤 浩一  上大 4-6    災害用水洗トイレ 120,000
 与倉 守英  上大崎 4-5    災害用トイレ（マンホール上） 70,000
 須永征則  ハドソン・ジャパン    衛星電話 

 レオ・シューマ  カトリック目黒教会   

   ＊ 杉野学園第 2 校舎西側／アルコスクエア南端 

  

■ 備蓄倉庫(分散備蓄）   ＊杉野学園研究棟付近／塚田邸前 

  品川区と杉野学園との協定により、同学園の建物内に備蓄倉庫が設置された。 

  備蓄品 ：毛布 500 枚、 カンパン 2,560 食・アルファ米 2,000 食分（2012 年 3 月） 

  地域住民、学生等帰宅困難者を含め、その時その地域で必要とされる人々に供用される。 

 

■ 一時（いっとき）集合場所 

    ①旧荏原市場跡（亀の甲橋北）    

    ②パークマンション前（杉野学園本校舎向かい）  

 

■ 東京都広域避難場所 

    ①白金自然教育園・聖心女子学院一帯    

    ②地区内残留     

      

■ 町内会防災訓練     

 資機材を備えていても、いざという時に活用しなければ宝の持ち腐れ。   

 そこで、ミニポンプで揚水・放水実施、発電機で発電、テントの設置など実地訓練を行う。 

 日時 ： 6 月上旬（関係部署とすり合わせ中）  

 場所 ： マンション雅叙苑５号館 1 階 （目黒川沿い）  
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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) 

■事業報告 

1．プランター(花と緑）植栽支援 ① 丸西ビル(ドレメ道路沿い) ② マンションン南目黒苑 

2．防犯カメラの増設金銭支援（実質 87 万 5 千円） 

3．杉野学園第２校舎等増設に伴う、歩道状空地確保に対する要望 

4．地図（ドレメ通り入口）更新と案内板新設を設計 

■出納関係 

庶務費支出 ：   約 3 万円 繰り越し ：   約 96 万円 

事業費支出 ： 約 264 万円 繰り越し ：  約 3,38１万円 

■２０１２年度事業計画 

① ドレメ通りの交通量調査 

② 青葉会(旧紀病院ビル）との交渉（秋以降） 

③ 行人坂上の強風対策検討 

■今後の街づくり勉強会の開催 

 

「子ども会準備室」設立のご提案 

ここ数年、駅周辺に新しいマンションができ、親子連れのご家族の姿をよくみかけるようにな

りました。夕陽会は元々お屋敷町だったこともあり、長年子ども会が存在していないそうなの

ですが、お子さんのいるご家庭の増加に伴い、このたび「子ども会準備室」を設立する運びと

なりました。 

とはいえ、ご夫婦ともにお仕事を持っていらっしゃるご家庭が多いことも考えると（私自身

フルタイムです）、いきなり大きなことをやるのも難しいので、まずは年間予定や、町会内での

イベントの中にお邪魔させてもらおうと思っています。例えば区民まつりへの参加、カトリッ

ク目黒教会でのバザーなどです。 

それ以外にも教育、遊び、習い事など子育てにおける近隣の有意義な情報交換ができる場に

なればいいなと思っています。また、子ども会へ登録いただいた方には特典をご用意していま

す。既にいくつかのお店から「お子様デザートサービス」や「ドリンクサービス」などのお話

も頂いております。 

 

登録ご希望の方はもちろん、ご興味がある方、ご質問やご意見、アイディアなどがございまし

たら、下記にメールください。 

 

パークタワー目黒  細川 （西五反田保育園児の娘有）   

E-mail ： nano_hana5253@yahoo.co.jp 

 

 保育園でお悩みの方にも多少はアドバイスなどもできますので、お気軽どうぞ。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 


