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斎南ミニだより 2021年5月斎藤分南部町内会

サロン南の丘(斎南カフェ)再開しました! 新1年⽣を迎え、新年度がスタートしました。
4/23(⾦)には、1年⽣を迎える会を⾏いました。
⼀⼈ひとり6年⽣に名前を呼ばれると、緊張しな

[ミニクイズ] 在宅避難に備える場合、飲料⽔や⾷料
の備蓄量の最低の⽬安はどのくらいでしょう︖
①1⽇分 ②3⽇分 ??
答えはミニだよりのどこかにあります。

斎藤分小学校、新年度スタート

不用ハガキ等の収集(今年1月)の御礼

5, 6月 の イベント・行事

5/12(水) 子ども会 廃品回収(8AM前)[毎月第2水曜日]

5/22(土) 斎南町内会 定時総会

5/30(日) 斎南買い物支援ネットワーク 打合せ(第3回)

6/5(土) 6月斎南ミニだより/広報誌 配布(連絡係)

世界⼀のスタッフが
世界⼀のコーヒーと憩いの場を
世界⼀のお客様へ届けます

4団体のコラボ運営
◯ 六⾓橋地域ケアプラザ
◯ 済⽣会神奈川県病院
◯ 神奈川区社協
◯ 斎南町内会

どんなサービス？

今後の予定は？

開催⽇

飲み物

場所

第3⽊曜(⽉1)

斎南町内会館
コーヒー/
紅茶/お茶
(￥100〜150)

斎南⇔スーパー/商業施設(未定)の
往復シャトルバス運営

済⽣会病院が提供してくれることに!! 
感謝です

車の手配は？

坂の多い斎南で、両⼿に重い荷物を
持った買い物の帰り道・・・。
息が上がるほど⾜腰にきますよね。
そこで、ケアプラザから提案頂いたこ
のサービス!! (中丸町内会では実施中)

ʻ21年度: トライアルを3~4回実施
ʻ22年度: ⽉1回で運営予定

集まった不⽤ハガキ等は、99,132円分(神北地区)でした。ありがとうございました。
この資⾦は、ふれあい防災フェアや⼀⼈暮らし⾼齢者への配⾷等、神北地区社会福祉
協議会の事業にあてられます。

4/3(土)

ミニだより
配布準備

町内会役員に加えて、4名のボランティア(連絡係含む)が参加。
ありがとうございます︕ ⽬頭が熱くなるほど嬉しいです。
活気溢れる朝活で、⼼が元気になります。

【防災⾖知識】
防災への意識UP
の新企画

どんな写真︖
応募⽅法は︖

「道端の花」,「ペットの表情」,「虹が出た」,「⼣⽇がきれい」など何でもOK!!
chonaikai@saitobun-nanbu.com へメール下さい(写真も添付)
右のQRコードからもメール可能︕ 匿名OK︕

題名やコメントも⼤歓迎!!

スタッフの皆さん

次回は 5/20(⽊)
(コロナ状況により変更の場合有)

4/15(木)のお客様

コロナ対策OK!!

⺠⽣委員より

4/15(⽊)

ホームページに載せる 写真大募集!!
斎南町内会 ホームページ
http://www.saitobun-nanbu.com/

キックオフミーティング バス停はどこにする？

バス停探しのため斎南を歩いてチェック中!!

議決書の提出は
5/21(⾦)まで
(裏⾯参照)

ワクワク!!

斎藤分⼩より
レポート!!

ありがとうご
ざいます︕

がらも⼤きな声で返事ができました。６年⽣は、毎朝、１
年⽣に読み聞かせをしたり、委員会活動を率先して⾏った
りして、輝く笑顔いっぱいの斎藤分⼩学校のリーダーとし
てはりきって活動しています。(斎藤分⼩より寄稿)



斎南防災担当キャラ

 会⻑ 萩⾕ 秀⼈ 080-1262-9283 (再任)
 副会⻑ ⼭之内 貴雄 481-0081 (再任)
 総務部⻑ 村⽥ 豊光 090-4671-5162 (新任,⽂化レク副部⻑から変更)
 会計部⻑ 佐南 孝 491-4047 (新任,会計副部⻑から変更)
 会計副部⻑ 藤澤 明 491-0383 (新任,会計部⻑から変更)
 防災部⻑ 塩原 隆司 090-9140-2363 (新任,1年ぶりに復帰)
 交通部⻑ 榊原 健夫 090-1765-0980 (再任)
 防犯部⻑ 同上 同上 (再任)
 環境衛⽣部⻑ 滝⽥ 賢治 090-8875-1823 (再任)
 ⻘少年部⻑ ⽶⽥ 朋正 481-5796 (再任)
 監事 国政 康明 481-6585 (再任)
 顧問 千葉 秀雄 491-0693 (前々会⻑)
 顧問 野村 正和 481-1116 (前会⻑)

えっ!? 総会って何?

斎南町内会は法⼈化しており(1993年)
年1回の総会開催(毎年5⽉)が必要。

総会で何を決める?

総会では、以下の事項を審議することになっています(斎南町内会の規約より)。
(1)事業報告・計画
(2)予算・決算
(3)役員の選任
(4)規約の改廃、など

会員の過半数の議決で成⽴!!

なぜ法⼈化したの︖
⇒ 町内会名義で町内会館や資産を
管理できる!! (個⼈で管理不要)

1. 定時総会日 2021年5⽉22(⼟) 

3.総会議題

2. 議決/提出方法

提出方法

(1) ⽤紙(A4別紙) ⼜は
(2) インターネット(上QRコードより)

(1)⽤紙: 5/21(⾦)までに連絡係へ
連絡係は5/22(⼟)正午までに
町内会館ポストに。

(2)インターネット: 5/21(⾦)まで

議決方法

締切

(1)⽤紙回答の場合
(a) 連絡係に提出(連絡係は町内会館ポスト) ⼜は
(b) 直接、町内会館ポストに。

(1)事業報告・計画

(2)予算・決算

(3)役員の選任

2020年度事業報告 (主な活動)
 斎南町内会ホームページ⽴上げ (5⽉)
 蚊⼀掃⼤作戦 (6, 8⽉)
 清掃活動 (1, 8⽉)
 斎南キャラクター 決定 (10⽉〜)
 斎南の昔の写真 募集 (10⽉)
 夜間パトロール (12⽉)
 ⼈材マッチング事業 (通年)

8/1 蚊一掃大作戦
(モスキートバスターズ)

8/15 
クリーンアップ大作戦

12/26 夜間パトロール
(危察隊(危険を察知))

10月 斎南昔の写真募集

1/16 町内会館清掃

8月～ 斎南人材マッチング事業

2月 斎南キャラクター決定

2021年度事業計画
コロナの状況を⾒ながら、夏祭り/⽂
化祭(未定)や趣味の集いなどのイベ
ント開催や⽀援、防災/防犯/交通安
全/環境美化などを続けていきます!!

別紙の予算・決算書を参照。

2021年度予算の新提案
(1)中学卒業時にお祝いを贈ります (22年3⽉より)
(2)⼦供が産まれた時にお祝いを贈ります (21年4⽉より)
⇒ 該当者(会員のみ)は、町内会まで連絡下さい!!

2021年度の役員です
よろしくお願いします︕アンケート結果(連絡係対象)を参考に、

総会議決書の回収⽅法は、回覧版ではなく、各世
帯からの回収とインターネット回答にしました!

過半数に達しない場合、
未提出の⽅へ督促する場合があります。
ご協⼒お願いします!!!

池⾕君江 福祉部⻑ は退任しました。
今までありがとうございました︕

斎南町内会への お問い合わせ
町内会⻑ 萩⾕ 秀⼈
hagiya55@yahoo.co.jp

コロナ禍のため出席不要
“議決書”の提出で採決

【防災⾖知識】

インターネットは
名前/メールアドレス
/電話番号が必須

斎南町内会
ホームページ
からもアクセス可能

在宅避難に備える場合、飲料⽔や⾷料は最低3⽇分(可能な
ら7⽇分)は⽤意したいものです。⾷料は種類によってカサがま
ちまちですが、飲料⽔は1⼈1⽇あたり3リットルが必要とさ
れています。4⼈家族の場合、3リットル×3⽇×4⼈＝36リッ
トル、2リットルのペットボトルなら18本︕少しずつ買い⾜し
ながらでも良いので、なんとか確保したいですね。
斎南(サイナン)を災難(サイナン)に強い街に︕ (by 防災部より)

【ミニクイズ(表⾯参照)の答え】②3⽇分


