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○●○●○ 夕陽会便り ○●○●○ 

2014 年５月 20 日発行（22 号 総会特集） 夕陽会広報部 

４月21日例年通り香港園において、会員６７名出席のもとに、2014（平成26）年度の夕陽会定時総会が開催

された。それに先立つ4月14日に理事会が開催され、事前審議が行なわれた。特に、防災連絡網に対し基本的

な指摘がなされた。【連絡網はシンプルに、階層はより浅い構造にしたほうがいい】。具体的には、マンション

雅叙苑など大きなマンションでは、自治会組織としての防災体制が整備されている場合が多いので､それを積極

的に活用しよう。理事会により一部修正された各議案は、総会において原案通り可決・承認された。3月に引っ

越された民生委員堀井陽子夫妻が招待され、総会の最後に､9年にわたる献身的なサポートに対する感謝状とさ

さやかな記念品が手渡され､大きな拍手を受けられた。 

 

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所長のご挨拶を受けた。また今年も、子ど

も会メンバーの母親たちが子どもと一緒に参加し（子ども１２名）、抽選会など昨年にも増して、賑やかな懇親

会となり盛り上がった。 

 

2014（平成 26）年度 夕陽会定時総会議事録（要約） 

開会挨拶 ： 西会長（司会：佐藤） 

１．2013 年度活動につき、報告・承認（西） 

①一般事業活動報告（西） 

②防災緊急連絡網（奥村） 

③東急騒音問題終結 （磯部に代わり佐藤） 

④ＥＡＳＥ との騒音に関する覚書 (杉野) 

⑤子ども会活動報告（細川） 

 

２． 2013 年度会計につき、塚田会計より報告・中村監事より監査報告、承認。（２頁参照） 

３． 2014 年度新理事メンバー候補および役員候補選出の提案・承認。（西 ３頁参照） 

４． 2014 年度活動につき、提案・承認。（西） 

５． 2014 年度一般予算につき、塚田会計より提案・承認。（２頁参照） 

 

６． その他 

①夕陽ヶ丘街づくり協議会活動報告（七沢） 

②杉野学園の耐震工事・改修工事の完了報告（杉野）  

③マンション雅叙苑外壁工事（2014 年 6 月から 1 年間）（浦山） 

④民生委員の交代について（感謝状と記念品贈呈）（西） 

 

閉会挨拶 ： 椎野副会長（引き続き懇親会） 
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【収入の部】 【支出の部】 

項 目 
2014 年 2013 年 2013 年

項 目 
2014 年 2013 年 2013 年

（H26)予算 （H25)決算 （H25)予算 （H26)予算 （H25)決算 （H25)予算

町会費 1,120,000 1,128,100 1,100,000 人件費 100,000 113,000 100,000

補助金(区より) 600,000 598,925 520,000 防災対策費 100,000 824,859 1,100,000

雑収入(還付金) 50,000 35,228 40,000 交通防犯対策費 260,000 260,449 250,000

受取利息 200 293 200 地域環境保全費 10,000 129,542 10,000

リサイクル － 0 25,000 青少年育成費 100,000 90,000 150,000

防災対策積立金 － 2,346,835 2,346,835 慶弔(敬老）費 70,000 71,140 60,000

       諸寄付関係費 400,000 400,000 400,000

        渉外費 100,000 127,330 100,000

        会議費 350,000 368,190 300,000

        修繕費 50,000 120,540 50,000

        印刷費 300,000 321,590 300,000

        通信費 60,000 61,440 60,000

        事務費 10,000 17,328 10,000

        雑費 30,000 39,603 10,000

小 計 1,770,200 4,109,381 4,032,035 小 計 1,940,000 2,945,011 2,900,000

前年度繰越 1,957,322 792,952 792,952 次年度繰越金 1,787,522 1,957,322 1,924,987

合 計 3,727,522 4,902,333 4,824,987 合 計 3,727,522 4,902,333 4,824,987

★ 【お詫びと訂正】           

 総会で配布された 2014 年度予算の小計欄の合計が、10 万円少なかった。 

 よって次年度繰越金が、10 万円過大に計上されていた。  

 この紙面が正しい数字であり、お詫びを申し上げるとともに、訂正いたします。 

      （会長 西 春男、役員一同） 

  

【2013年度決算のコメント】     

①支出面の総額において、4.5 万円予算をオーバーしたが、個別項目では大きなずれが生じた。 

②防災対策費は、一通りの備品は備えたが、予備機材の投資は見送ったため費用大幅減。

③地域環境保全費は、地域猫の不妊手術のための支出が大幅増となり 12 倍の赤字。 

2014 年度は品川区の補助が受けられる予定で、予算は従来通り。  

④収入面では、区よりの補助金が予算を上回った。   

⑤リサイクル収入は、本来の発生元のパークマンションの所得に変わったため、ゼロに。 
  

【2014年度予算について】     

①防災対策費は10万円とし、予備機材購入は必要な都度支出する方針とした。 

②渉外費や会議費は、夕陽会としての町会活動が活発になればなるほど自然増となる。 

③子ども会関連の請求が滞っており実体が不明。実績をベースに予算を組んだが不足するだろう。 

    

☆ここ数年、毎年 20 万円ほどの赤字予算が続いており、繰り越しを取り崩してしのいでいる。 

町会費の値上げは議論が煮詰まらず、今年も見送ることにした。消費税の件もあり来年度の課題。 

 

予算・決算報告 
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役 職 氏 名 住 所 役 職 氏 名 住 所 

会長 西   春雄 4-5 理事 磯部 日出夫 4-6 

副会長（総務） 佐藤 至弘 4-4 理事 今井 達郎 マンション南目黒苑

副会長（防災） 奥村 潤一郎 4-5 理事 浦山 隆男 マンション雅叙苑 

副会長（防災） 七澤 基 マンション雅叙苑 理事 小野崎 強 ラビ目黒 

副会長（防災） 柳澤 浩一 4-6 理事 小幡 裕子 パークタワー目黒 

副会長（防犯） 杉野 秀子 杉野学園 理事 金子 孝彦 マンション南目黒苑

副会長（防犯） 椎野 開八郎 4-4 理事 栗栖 敏明 大星ビル管理 

副会長（環境） 田中 稀一郎 下目黒  理事 鴻田 次章 目黒パークマンション

副会長（会計） 塚田  晴子 4-5 理事 小谷 和晴 4-5 

監事 小川 大助 4-5 理事 斎藤  恭平 4-5       

監事 中村 胤夫 マンション雅叙苑 理事 斉藤 雅之 セレニティ目黒 

理事（防犯） 佐久間 雅良 ラビ目黒 理事 須永 征則 ﾊﾄﾞｿﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

理事（子ども会） 細川  知子 パークタワー目黒 理事 与倉 守英 4-5 

理事 (民生委員) 柳澤 雪子 4-6 理事 レオ・シューマカ カトリック目黒教会

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★4 月５，６日 目黒川花見クルーズ
  子ども会主催の目黒川花見クルーズは､５日の募集
が即満員となり､６日に追加の船をチャーターした。
好評につき、来年も開催する予定。 

★杉野学園校舎耐震・防災工事完了
―ドレスメーカー学院第五校舎および服飾大学第三校舎― 

 昨年８月より開始いたしまし校舎の耐震工事は、
昨年12月に完了いたしました。その後第三校舎の
校庭の木造の建物を取り壊し,防火の面から安全
を期しました。また、塀については、耐震上の不
安を軽減するためフェンスに取替えました。 
 
工事期間中は何かとご迷惑をお掛け致しました

が、お陰様で本工事により地震での倒壊の危険や、
火災の心配の軽減をはかることができました。 

学校法人 杉野学園

★ ＥＡＳＥ ＶＩＬＬＡＧＥ の使用についての覚書（抜粋）   
 甲：(有)ピーセス社・㈱ペンコミュニケーションと乙：夕陽会との間で、    
 地域の静謐を保つために、2014 年 4 月 1 日覚え書きを交わした。     
第 3 条（目的）     
  本覚書は、甲が EASE VILLAGE を使用するに当たり、撮影業務及び撮影業務以外の催しを行うに 
 当たって夕陽会町会の居住者・学校等に騒音・照明等での迷惑を最小限に留めるため締結する。 
第 4 条 （遵守事項）     
  開催に当たって、開催時間は準備・片付けを含めて 9:00～20:00 とする。甲は、開催予告を 2 ヶ月前までに 
  乙に通知し、静寂さを保つ事項に関する了解を取り付けるものとする。 

★夕陽ヶ丘街づくり協議会 報告    
◎2013 年度出納関係     

   庶務費支出 ：   約 ４万円     繰り越し ：      約８９万円 
  事業費支出 ：   約２４万円     繰り越し ：  約 ３，４１６万円 

◎2014 年度事業計画     
① SMBC 三井住友新目黒ビル別館（さくら情報システム）の塀の一部の撤去申し入れ 
② 行人坂上の強風対策検討 （パークタワー目黒と SMBC 別館ビル風） 
③ マンション雅叙苑入口から、ドレメ通りを北へ向かって西側に、手すりの設置  

■  2014 年度夕陽会理事・役員 
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