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日付
回
覧 名前

平成29年9月5日

牛久保東町内会

平成29年9月度組長会議資料

・町内会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://ushikubohigasi.wordpress.com/

ushikubohigashi.net で検索して下さい

(平成 25 年 12 月制定)

Ⅰ 議題

１ 「牛久保東町内会敬老会｣の開催について（総務部、年輪会）

町内会恒例の敬老会(年輪会共催)を 9 月 18 日(月・敬老の日)の午後 1 時 30 分か

ら中川小学校体育館で開催します。

今年のアトラクションは子どもたちの歌、なにわ古町による歌とダンスショー、

ジャスミンの会のハーモニカ演奏、Mr.Bones によるトロンボーンアンサンブル、キ

ングレコード歌手小林のりお歌謡ショーと多彩な演目でお楽しみいただきます。

詳細は回覧の｢敬老会プログラム｣をご覧下さい。なお、出席者には会場受付で改

めてプログラム(カラー刷り)をお配りします。

なお、今年は昭和 22 年 9 月 18 日以前に生まれた満 70 歳以上の方で自主申告いた

だいた 223 名の方に組長のご協力をいただき案内状をお届けしました。

自己申告を忘れたという方がおられましたら 9 月 10 日(日)までに、高橋総務部副

部長(℡:080-5185-6216)または総務部員までご連絡下さい。また、ご提出いただいた

「出・欠席表」の区分(出席⇔欠席)を変更する場合も、お手数ですがご連絡をお願

いします。ご不明な点は高橋総務部副部長までお尋ね下さい｡

なお、敬老会の開催にあたり、敬老対象者自主申告用紙の取りまとめ、案内状の

配付、出・欠席者の確認等にご協力いただきました組長に、改めてお礼を申し上げ

ます。有難うございました。

2 「牛久保東町内会祭礼行事｣の実施について（文化部）

恒例の町内会祭礼行事は、10 月 8 日(日)と 9 日(月・体育の日)の両日実施します。

今年も大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。

8 日の宵宮は三丁目のなつみかん公園でちびっ子腕相撲大会と芸能大会を、また、

翌 9 日の本宮には子供の御輿と山車が町内を巡行します。

https://ushikubohigasi.
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細部については、回覧の｢牛久保東町内会祭礼行事実施計画｣をご覧下さい｡

なお、宵宮の芸能大会でのお花やおひねり等の受け渡しは、進行の妨げとなりま

すので今年も舞台裏でお願いします。また､役員・組長の皆さんには夏まつり同様実

行委員としてご支援をいただきますが、今年も祭礼行事が楽しく、そして安全に実

施できますようご協力をお願いします。

なお、御輿と山車の町内巡行コース周辺や、宵宮会場周辺にお住まいの皆さんに

は何かとお騒がわせ致しますが、祭礼行事の実施にご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせやご不明な点は吉富文化部長(℡:080-5191-1526)までお尋ね下さい。

【祭礼のスケジュールと文化部・子供会からのお知らせ】

(1) 10 月 8 日(日)宵宮

■ 神酒所設営 午前 9 時

実行委員(役員・組長)は午前 9 時になつみかん公園に集合して下さい。

■ 宵宮の行事

・ちびっ子腕相撲大会 午後 2 時 30 分～午後 3 時 30 分

・入魂式 午後 5 時 30 分

・芸能大会 午後 6 時 00 分～午後 9 時 00 分

■ 模擬店 午後 3 時開店

「子ども達に楽しいお祭りの思い出を作ってもらおう」という想いから、今

年も役員が下記の模擬店を出店します。是非ご家族お揃いでお出かけ下さい。

フランクフルト、綿菓子、、ナポリタン、焼そば、焼き鳥、駄菓子、

かき氷、生ビール、日本酒、ハイボール、サワー、ソフトドリンク、

射的、輪投げ、光るおもちゃ

※ 雨天の場合、ちびっ子腕相撲大会と芸能大会は中川小学校体育館で開催し

ます。会場を変更する場合は午後3時頃巡回広報するとともに、町内会の

ホームページ(ushikubohigashi.net)でお知らせします｡

《宵宮のちびっ子腕相撲大会に参加を希望されるお子さんへ》

参加を希望される方は､回覧チラシの｢ちびっ子腕相撲大会参加者募集｣

に記載されているＱＲコードにより、9 月 30 日(土)までに申し込んで下

さい。ご不明な点は長澤子供会会長(℡:0090-3109-4246)にお尋ね下さい。

《宵宮の芸能大会に出場を希望される方へ》

出場希望者は 9 月 20 日(水)までに別添の回覧を参考に、名前・連絡先

・演目(曲目)等を、組長を通さず直接深川武夫さん宛に FAX(591-2911)で
申し込んで下さい。ご不明な点は深川さん(℡:591-2911)にお尋ね下さい。
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(2) 10 月 9 日(月・体育の日)祭礼

■ 実行委員(役員)集合 午前 7 時 30 分 神酒所 にご集合下さい。
なつみかん公園

■ 神社参拝(自由) 午前 8 時 00 分

※ 参拝希望の組長は 7 時 30 分に神酒所に集合されるか、または 8 時までに

神社「天照皇大神(牛久保西一丁目 15-1)」に直接ご集合下さい。

■ 子供御輿・山車町内巡行 午前 8 時 30 分～ 12 時 00 分

※ 御輿・山車巡行に参加される方(担当される組長を含む)は、午前 8 時 30
分までに出発地点にご集合下さい。また、休憩所担当の組長は別途資料

で指定された時間・場所にご集合下さい。

《休憩所の到着・出発予定時間》

① 一丁目メゾンピュール前 午前 8 時 30 分集合 8 時 40 分出発
《出発地》

② 第 1 休憩所(さくらんぼ公園) 午前 9 時 10 分到着 9 時 40 分出発

③ 第 2 休憩所(ひめりんご公園) 午前 10 時 10 分到着 10 時 40 分出発

④ 第 3 休憩所(古梅地蔵堂) 午前 11 時 10 分到着 11 時 40 分出発

⑤ 神酒所(なつみかん公園） 正午(12 時)到着

■ 昼 食 会 正午(12時)からなつみかん公園で行います｡

■ 神酒所の後片付け 午後 1 時頃から実行委員全員で行います｡

※ 実行委員は後片付け終了後の午後 2 時頃から三丁目の古梅地蔵堂で「鉢祓

い」を行いますのでご出席下さい。

《牛久保の神社秋祭りのご案内》

牛久保地区の鎮守である『天照皇大神(牛久保西 1 丁目 15-1)』の秋祭り(例大祭）

は別添回覧のとおり、10 月 8 日(日)・9 日(月･体育の日)の両日神社境内で執り行

われます。例年神社前は露店で賑わいます。

特に 9 日の午後 5 時 30 分から午後 9 時まで行われる演芸大会は、牛久保の三地区

から芸達者が唄や踊りを奉納するほか歌手による歌謡ショーが行われます。

今年は、コロンビアレコードの津田文彦さんと日本クラウンレコードの津吹みゆ

さんが出演します。

３ 「牛久保東町内会個人情報取扱いルール」の策定について(総務部)

平成 17 年 4 月に施行された個人情報保護法では、5,000 件を超える個人情報を事

業活動に利用している事業者が対象だつたため、5,000 人以下の自治会町内会等の団

体には法律の適用はありませんでした。

しかし平成 27 年 9 月に個人情報保護法が改正され、その施行日である平成 29 年 5
月 30 日以降は、自治会町内会を含む全ての事業者は、個人情報保護法のルールに沿

った取扱いが求められることになりました。

そこで、当町内会では横浜市の指導に基づき個人情報の管理や運用方法を「牛久

保東町内会個人情報取扱いルール(案)」としてとりまとめました(10 ～ 14 頁参照)の
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で、役員会議での検討を踏まえ、総会に次ぐ議決機関である「組長会議」にお諮り

します。ご承認が得られた場合は、平成 29 年 10 月 1 日を施行日とします。

なお、取扱いルール第 3 条により、来年度以降は毎年４月に開催する町内会総会

または 5 月の組長会議回覧資料に添付して会員に周知することとしています。

「牛久保東町内会個人情報取扱いルール」の主な内容は次のとおりですが、ご不明

な点は宮本総務部長(℡:090-6945-2739)または髙橋総務部副部長(℡:080-5185-6216)へ
お尋ね下さい。

① 個人情報を管理する人(4 条)

② 個人情報を取り扱う人(個人情報を閲覧・利用できる人)(5 条)

③ 個人情報の利用目的(8 条)

④ 個人情報の管理方法(9 条)

⑤ 個人情報の訂正や開示(13 条・14 条)

⑥ 漏えいへの対応方法(15 条)

Ⅱ-(1) 報告・依頼事項

《 ① 牛久保東町内会関係》

１ 消火器の購入・薬剤詰替・廃棄の申し込みについて(総務部)

今年も｢横浜市防災機器販売協同組合｣の依頼に基づき、町内会が「消火器の購入

・薬剤詰替・廃棄の申込み」を別添回覧チラシによりとりまとめますので、希望さ

れる方は回覧の｢申込書｣にご記入下さい。

申込みのあった組の組長はお手数ですが、10 月 3 日(火)までに申込書に組名を記

入して代表組長にお届け下さい。代表組長は担当の組の申込書をとりまとめ、10 月 5
日(木)の組長会議にご持参下さい。

消火器の購入･薬剤詰替・廃棄日時については､協同組合加盟業者《三研防災（有）

(℡:913-6339)》から後日申込みされた方に直接連絡させていただきます。

ご不明な点は宮本総務部長(℡:090-6945-2739)までお尋ね下さい。

２ 「中川連合グランドゴルフ大会」予選会の開催について(体育部)

10 月 22 日(日)に牛久保西公園グランドで開催予定の、中川連合町内会グランド

ゴルフ大会の選抜メンバーを決める予選会を、9 月 24 日(日)の午後 1 時 30 分から

中川小学校校庭で行います。

この予選会の上位 18 名の方に、連合グランドゴルフ大会への参加を依頼したい

と思いますので、皆様のご参加をお待ちしています。対象は大人の方に限ります。

用具をお持ちでない方には、体育部で準備します。

なお、雨天の場合の延期日が確保できませんでしたので、予選会ができなかっ

た場合は近々の成績を参考に出場者を選抜させていただきますので、予めご了承

下さい。ご不明な点は嶋内体育部長(℡:090-8044-1173)までお尋ね下さい。
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３ ｢第44回牛久保東チャレンジゴルフカップ｣参加者募集のお知らせ
(牛久保東ゴルフ同好会)

第 44 回牛久保東チャレンジゴルフカップを次のとおり開催します。

詳細については回覧のチラシでご確認下さい｡また、町内会のホームページにも掲載

しておりますのでご覧下さい。

チャレンジゴルフカップは町内会のゴルフ同好会の主催で毎年 2 回開催していま

すが、ゴルフを楽しみながら会員相互の親睦を深める絶好の機会でもあります。多

くの方のご参加をお待ちしています。

ご不明な点は 劉 世話人代表(℡:591-4207)にお尋ね下さい。
りゆう

(1) 開催日時 平成 29 年 11 月 8 日（水）

(2) 開催場所 沼津ゴルフクラブ

(3) 費 用 約 15,000 円(プレー・昼食付・パーティー代)

(4) 参 加 費 5,000 円

(5） 申込方法 10 月 10 日(火)までに FAX かメールで申し込んで下さい。

(6) 申 込 先 世話人代表 劉 鋭さん
りゆう

(FAX：591-4207、メール：rliu1966@gmail.com)

４ 雨天順延となった「夏まつり・パフォーマンスショー」は大盛況でした
（文化部長 吉富 寛）

当初、7 月 29 日(土)に開催を予定していた夏まつりは、開始直前に大雨に見舞わ

れ残念ながら 30 日(日)へ延期しての開催となりました。

翌日の天候も心配されましたが、「今年も夏まつりを何とか開催したい！」とい

う願いが通じ、無事開催することができました。

当日は急な予定変更にも関わらず 5 組のパフォーマーの方々にご出演いただき、

ステージショーを中心に、会場内の模擬店も沢山の来場者で大いに盛り上がりまし

た。フィナーレの盆踊りも参加者が皆で輪になって和気あいあいと踊り、楽しい思

い出になったのではないかと思います。

1 日目の準備から、順延となった 2 日目、また月曜日に延びてしまった後片付け

に至るまで、実行委員の皆様には多大なご支援とご協力をいただきましたことに改

めてお礼を申し上げます。

これからも皆様とともに町内会行事を盛り上げることができたらと思っておりま

す。

なお、ご承知のとおり夏まつりの開催経費は町内会予算からは支出せず、町内会

内外の皆様からの花掛け(ご寄付)によって賄われ、今年も大勢の皆様にご協力いた

だきました。誠に有り難うございました。

8 月 23 日(水)に会計監査員による監査が終了しましたので、外園特別会計から 15
頁記載の「平成 29 年度夏まつり決算報告書」のとおり収支結果を報告します。

また、花掛けにご協力いただいた方のご芳名は 16 ～ 17 頁に記載させていただき

ました。
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５ 「みんなでラジオ体操｣の実施結果について（体育部・スポーツ推進委員）

8 月 22 日(火)から 25 日(金)まで、中川小学校校庭で町内会主催の「みんなでラ

ジオ体操」を実施しました。

天候にも恵まれ、４日間の延べ参加人数は、子ども 215 名、大人 121 名、合計 336
名と昨年に続き大勢の方にご参加いただきました。初日はぎこちなかった大人たち

も最終日にはキレキレの体操になっていました。また、最終日には昨年同様に子ど

も達はお菓子のつかみ取りで盛り上がりました。

ラジオ体操は夏休みに限らず、いつでもどこでも、だれでも気軽にできますので、

健康づくりのため、是非これからも続けてほしいと思います。

ラジオ体操実施にあたり、広報や運営にご協力いただきました皆様、ありがとう

ございました。

６ 「家庭防災員自主活動」に大勢の方にご参加いただきました

(家庭防災員代表 川崎孝子)

8 月 26 日(土)に町内会館で「震災後の 72 時間を生き抜くために」をテーマに、

町内会と町の防災組織の協力を得て家庭防災員自主活動を実施しました。研修会に

は 46 名の方にご参加いただいたほか、横浜市危機管理室から職員 2 名による視察と

タウンニュースの取材を受けました。

安藤町内会長のご挨拶の後第 1 部では、横浜市危機管理室の「町の防災組織災害

対応演習」の内容を牛久保東用に編集したオリジナル資料を使い、高橋満防災組織

総務班長の指導で災害が発生した場合の図上訓練を行いました。短い時間でしたが

自分の住む地域の対策を検討することで、より身近に地域の状況を共有することが

できました。

第 2 部は「防災備蓄品乾パンのロスをなくして効率よく消費するために」をテー

マに、中川地区社会福祉協議会を通じてボッシュ社よりいただいたミネラルウォー

ターと賞味期限間近の「乾パン」を使って、レシピを見ながらパフェやきなこボー

ルなどの簡単料理を参加者全員で楽しく作り試食したほか、ポリ袋で炊いたご飯と

レトルトカレー、事前に用意した乾パンハンバークも大変美味しく参加者に大好評

でした。

会場は卓上コンロの火と大勢の参加者の熱気で蒸し風呂状態でしたが、会話も弾

み参加者のコミュニケーションを深めながら防災について学んだとても有意義で楽

しい時間を過ごすことかできました。改めてご参加いただいた皆様に感謝致します。

有り難うございました。

７ 専門部・委嘱委員(員)の活動予定（9月中）

【共通事項】

9 月 3 日(日)に開催の｢家族大運動会｣は役員も全員が実行委員となり行事を支援します。

また、9 月 18 日(祝)開催の｢敬老会｣は役員総出で準備にあたります。
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① 総 務 部 1) 9/1 現在の会員数 1,251 名（前月比± 0 )

2) 9/18(祝)13:30 町内敬老会を年輪会と共催(中川小学校体育館)

② 広 報 部 1) 9 月中随時 ポスター等掲示物の掲出と掲示板･のぼり旗等の巡回管理

③ 文 化 部 1) 9/16(土)9:00 部会(町内会館)

④ 体 育 部 1) 9/2(土)･9/16(土) 卓球練習日(中川小学校体育館 19:00 ～ 21:00)

2) 9/3(日)9:00 町内家族大運動会(中川小学校) 《予備日:9 月 10 日(日)》

3) 9/5(火)13:00 グランドゴルフ愛好会練習日(牛久保西公園グランド)

【原則として 10月から愛好会が第1・3・5火曜日の午後西公園を確保します】

4) 9/9(土)･9/23(祝) グランドゴルフ町内会練習日(中川小学校校庭 13:00 ～ 16:00)
⑤ 女 性 部 1) 9/18(祝)13:30 敬老会参加者の接待

⑥ 道 路 交 通 部 1) 9/21 ～ 9/30 秋の全国交通安全運動【スローガン:安全は心と時間のゆとりから】

2) 9/15(金)16:00 全国交通安全運動事前広報キャンペーン(センター南)

⑦ 防犯防火部 1) 9 月中 徒歩班・青パト隊による防犯パトロール(週 1 回)

⑧ 子 供 会 1) 9/8(金)18:30 中川地区子供会情報交換会(中川地域ケアプラザ)

2) 9/9(土)9:30 9 月定例会(町内会館)

3) 9/9(土)11:00 敬老会の合唱練習(中川小学校体育館)

4) 9/18(祝)13:30 敬老会のアトラクションに出演(中川小学校体育館)

⑨ 年 輪 会 1) 毎週火・木・土 午前7時からラジオ体操(ひめりんご公園) ※参加はご自由です)

2) 9/2(土) 中川老人クラブ連絡協議会定例会

3) 9/2(土) 都筑区高齢者交通安全大会(都筑公会堂)

4) 9/11(月) 活性化委員会(まちづくり館)

5) 9/12(火)18:30 年輪会理事会(町内会館)

6) 9/18(祝)13:30 町内敬老会を共催(中川小学校体育館)

⑩ 環境美化部 1) 9/10(日)8:00 町内一斉清掃日《運動会実施の時は 17 日(日)》

2) 9/10(日)18:00 部会(町内会館)

3) 9/17(日)8:00 遊歩道清掃(担当一丁目：さくらんぼ公園に集合)《雨天中止》

4) 9/24(日)8:00 遊歩道清掃(担当二丁目：ひめりんご公園に集合)《雨天中止》

⑪ 青少年指導員 1) 9/10(日)13:00 平成 29 年度横浜市青少年指導員研修会(緑公会堂)

2) 9/16(土)19:00 定例会(都筑小学校)

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 1)
⑬民生委員児童委員 1) 9/6(水) 都筑区民生委員児童委員施設研修(御殿場「富岳会」)

2) 9/11(月) 中川地区民生委員児童委員施設研修(和田町「空とぶくじら」)

3) 9/16(土) 社会福祉協議会運営委員会(中川地区ケアプラザ)

4) 9/18(祝) 敬老会欠席者の記念品宅配

5) 9/19(火) 民生委員児童委員定例会・社会福祉協議会定例会

6) 9/30(土)14:00 社会福祉協議会イベントスポーツ交流会(牛久保西公園グランド)

⑭環境事業推進委員 1） 9 月中随時 ごみ集積場所の巡回点検・補修

⑮保健活動推進員1) 9/18(祝) 敬老会欠席者の記念品宅配

2) 9/24(日)11:00 ピンクリボンフェスタ(ハウスクエア横浜で健康チエック)

⑯消費生活推進員 1) 9/5(火) 高齢者向け消費生活に関する啓発講座(港北ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞｼﾙﾊﾞｰ会)

⑰家庭防災員代表 1)
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８ 広報紙の仕分け当番（広報部）

10 月分の広報紙の仕分け作業は次の役員さんにご協力をお願いします。

仕分け日時 担 当 者

10月 2日(月） 嶋内体育部部長 平山体育部副部長 白井体育部副部長

午後6～7時 梶井年輪会長 長澤(淳)年輪会副会長 泉年輪会副会長

９ 町内会館の清掃当番(総務部)

9 月の清掃当番は次の班にご協力をお願いします。ご都合で参加できない場合は

事前に責任者に連絡して下さい。

実施日時 班別 責 任 者 担 当 者

9月10日 6班 高橋総務部副部長 岩崎(勝)環境事業推進委員

(第2日曜日 （9人) (593-9013) 岩崎(規)環境事業推進委員 水谷保健活動推進員

午前9時 津久井(喜)消費生活推進員

川﨑(孝)家庭防災員代表 吉野(弘)27組々長

吉野(秀)28組々長 長澤(尚)29組々長

9月24日 1班 白石防犯防火部長 森文化部副部長 劉文化部副部長

(第4日曜日 (10人) (591-8788) 白井体育部副部長 川端環境美化部副部長

午前9時 田口スポーツ推進委員 中丸民生委員児童委

長澤(武)30 組々長 菊池31組々長

松岡32組々長

10 主な日程

《9月》

･9月 2日(土) 午後8時から9月度役員会議

･9月 3日(日) 午前9時から町内家族大運動会(中川小学校校庭)〈雨天時：10日(日)〉

･9月 5日(火) 午後8時から9月度組長(代表組長)会議

･9月 7日(木) 第18回都筑区チャリティゴルフ大会(姉ヶ崎カントリークラブ)

･9月10日(日) 午前8時から町内一斉清掃日

･9月11日(月) 新聞・古布・牛乳パックのツキイチ戸口回収日【第二月曜日】

･9月18日(祝) 午後1時30分から町内敬老会(中川小学校体育館)

･9月28日(木) 第11回中川連合町内会ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会(姉ヶ崎カントリー倶楽部)

《10月》

･10月 1日(日) 午前8時から町内一斉清掃日〈雨天時:8日(土)〉

･10月 2日(月) 午後8時から10月度役員会議

･10月 5日(木) 午後8時から10月度組長(代表組長)会議

･10月 8日(日) 牛久保東町内会祭礼(宵宮)

◆ 午後2時30分からなつみかん公園でちびっ子腕相撲大会

◆ 午後 3 時からなつみかん公園で模擬店開店

◆ 午後6時00分からなつみかん公園で芸能大会
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･10月 9日(祝) 牛久保東町内会祭礼(本宮)

◆ 午前8時30分から子供御輿と山車の町内巡行

･10月 9日(祝) 新聞・古布・牛乳パックのツキイチ戸口回収日【第二月曜日】

･10月13日(金) 午後7時30分から第2回中川小学校地域防災拠点運営委員会

･10月15日(日) 午前９時から三丁目で町の防災組織初期消火箱取扱い訓練

･10月19日(木) 年輪会日帰りバス旅行(袖ヶ浦市 東京ドイツ村方面)

･10月22日(日) 第28回中川連合グランドゴルフ大会(牛久保西公園グランド)〈雨天中止〉

11 回覧内容

(1) 牛久保東町内会敬老会プログラム 《敬老会参加者には当日カラー刷りを配付します》

(2) 牛久保東町内会祭礼行事実施計画

(3) 宵宮芸能大会出場申込書

(4) ちびっこ腕相撲大会参加者募集

(5) 牛久保の神社(牛久保地区の鎮守「天照皇大神」)の秋祭り

(6) 第 44 回牛久保東チャレンジゴルフカップ開催のお知らせ

(7) 消火器購入・薬剤詰替・消火器廃棄申込書

(8) 古い消火器危険です！！

(9) 防犯かながわ 153 号

(10) 中川地域ケアプラザ新聞 9 月号

(11) 中川中学校コミュニティハウスだより

(12) 地域活動ホーム くさぶえからのお知らせ

(13) 学校だより(中川小学校 8・9 月号)

(14) 平成 29 年度しんとし健康セミナー

《 ② 中川連合町内会関係》 ～中川連合町内会｢ 8 月定例会｣の結果報告です～
(8 月 25 日開催)

報告･依頼事項ありません。

《③ 都筑区連合町内会自治会関係》及び《④ 横浜市町内会連合会関係》は

定例会が休会のため報告・依頼事項ありません。
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牛久保東町内会個人情報取扱ルール(案) 

（目的） 

第１条 この取扱方法は、本会が保有する個人情報について適正な取扱いを確

保することを目的として定めます。 

（責務） 

第２条 本会は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）等を遵守

するとともに、町内会活動において個人情報の保護に努めます。 

（周知） 

第３条 本会は、この個人情報取扱方法を、総会資料又は回覧により、少なく 

とも毎年１回は会員に周知します。 

（管理者） 

第４条 本会における個人情報の管理者は、会長とします。 

（取扱者） 

第５条 本会における個人情報の取扱者は、役員、組長及び要援護者を支援す

る者とします。 

（秘密保持義務） 

第６条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみ 

だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も、

同様とします。 

（個人情報の取得） 

第７条 本会は、会長が「町内会入会申込書」を会員になろうとする者から受

理したり、各種行事等の実施にあたり会員から参加申込み書などを受理する

ことにより、個人情報を取得します。 

２ 要援護者の支援等のため、法に規定する障がいや病歴などの要配慮個人情

報を取得する際は、本人の同意を得て取得します。 

３ 本会が会員から取得する個人情報は、氏名、年齢、性別、住所、電話番号、

緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他

連絡事項などで会員が同意する事項とします。 

４ 本会が、会長が指名する役員及び組長に配付する会員名簿に記載する個人

情報は、氏名、住所、入会年月、電話番号で会員が同意する事項とします。 
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（利用） 

第８条 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用します。

（１）会費の請求、管理、その他文書の送付など 

（２）会員名簿の作成及び本会の区域図の作成 

(３) 敬老対象者等の把握 

(４）参加者を募集して行う各種町内会行事 

（５）災害等の緊急時における支援活動 

（６）災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり 

（管理） 

第９条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正 

に管理します。 

２ 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄 

します。 

（提供） 

第 10 条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ない

で第三者（委託・共同利用の相手方を除く）に提供しません。 

（１）会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供 

する場合 

（２）法令に基づく場合 

（３）人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合 

（４）公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（５）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定め 

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合 

（６）中川小学校地域防災拠点運営委員会が運営委員名簿を作成するために必

要がある場合  

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第 11 条 取扱者は、個人情報を第三者（県・市役所・区役所を除く）に提供し

たときは、法第 25 条に定める第三者提供に係る記録(別記様式１)を作成し保

存します。 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第 12 条 取扱者は、第三者（県・市役所・区役所を除く）から個人情報の提供

を受けるに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、

記録(別記様式 2)を作成し保存します。 
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（開示） 

第 13 条 会員は、第７条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について

個人情報管理者に対し開示を請求することができます。 

２ 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求 

があったとき、法第 28 条第２項に該当する場合を除き、本人に開示します。

（個人情報の訂正等） 

第 14 条 会員は、第７条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情

報管理者に対し訂正等を求めることができます。 

２ 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂 

正等を行います。ただし、会長が指名する役員及び組長にすでに配付されてい

る会員名簿は、訂正等について配付者に連絡することをもってこれに替えるこ

とができるものとします。 

（漏えい発生時等の対応） 

第 15 条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆

候を把握した場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事 

実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止 

等の対応を行います。 

（開示請求及び苦情相談窓口） 

第 16 条 本会における開示請求及び苦情相談窓口は、総務部長とします。 

 

（附則） 

この取扱い方法は、平成２９年１０月１日から施行します。 
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別記様式１ 

 

名簿掲載個人情報の第三者提供記録簿 

 

提供日 平成  年  月  日 

提供する 

相手方 

（申請者） 

氏名  

所属  

住所  

電話番号  

提供理由 

 

情報提供する 

対象者 

 

 

提供した情報 

 

★本人の同意 

 

   

★…本人の同意による第三者提供の場合。 

 

(注意） 

① 個人情報を本人以外の者（第三者）に提供する際は、あらかじめ本人の 

同意が必要です。 

② この記録は原則３年間保存しておくことが必要です。 
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別記様式２ 

 

名簿掲載個人情報の受領記録簿 

 

提供日 平成   年   月   日 

提供者 

氏名  

所属  

住所  

電話番号  

提供者が情報 

を取得した 

経緯 

 

個人情報の 

対象者 

 

提供された 

情報 

 

★本人の同意 

 

 

★…本人の同意による第三者提供の場合。 

 

(注意）この記録は原則３年間保存しておくことが必要です。 
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　　　　　　平成２９年度 夏まつり決算報告書

　 　　夏まつり　７月２９日（土）　雨天中止(順延)

（総額の部）
　　　（単位　円）

　　　　　　　　　　７月３０日（日）　実施　

収入金額 支出金額 余剰金額 【監査日：8月23日(水)】

1,307,000 1,284,252 22,748 ※余剰金は特別会計に預金算入しました。

(収入の部） 　　　（単位　円）

項　　目 予　　算 決　　算 摘　　　　　　　要

花　　代 1,307,000 186件【昨年１９０件、1.347.000円】】

物　　品 ５件【日本酒、うちわ、本手ぬぐい、焼酎】

収入合計 1,307,000

（支出の部） 　　　（単位　円）

項　　目 予　　算 決　　算 摘　　　　　　　　要

花返し 123,000 122,771 タオル、サランラップ、礼状封筒

ステージ設営費 260,000 260,000 高橋工業

電気設備費 382,000 332,000 岸電気、電気・音響一式

事務消耗品費 22,000 31,041 ＰＰロープ、両面テープ、養生テープ

接待費 140,000 186,107 花掛け客接待費

謝礼費 90,000 106,273 出演者及び車両・資材借用お礼、パトロール員等飲物

交際費 20,000 20,000 近隣町内会盆踊り大会花代(4町内会)

印刷通信費 72,000 52,624 花掛け用印刷用紙、案内状印刷費

クリーニング代 15,000 42,700 紅白幕

会場設営費 60,000 98,371 会場設営・撤収費

予備費 20,000 29,365 電池、防災シート

ご苦労様会費 0 0

雑費 10,000 3,000 買物交通費

支出合計 1,214,000 1,284,252
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(No 1)

Ｎｏ ご芳名 Ｎｏ ご芳名

1 株式会社アーバン企画開発 51 株式会社 我楽洞

2 青山　拓生 52 唐戸建設工業

3 浅川　茂 53 有限会社青葉造園代表取締役 唐戸 昇

4 肉の浅見 54 唐戸　正博

5 芦沢　美津子 55 川上　清

6 有限会社 東自動車整備工場 56 川崎　貞二

7 造園土木　吾妻園 57 川信勝田支店支店長 留畑 公太郎

8 あゆみが丘町内会 58 菊池　大樹

9 安藤　一雄 59 有限会社 菊屋寝装店

10 安藤　幸次 60 岸電気

11 安藤　聡 61 北野　国彦

12 安藤　成人 62 牛久保西町内会長 　木下　均

13 ㈲成光　安藤 成人 63 木村　雅之

14 安藤　寿昭 64 空建築家工房株式会社

15 安藤　法夫 65 つづき地域活動ﾎｰﾑくさぶえ所長武井一仁

16 安藤　博 66 工藤建設㈱代表取締役 工藤 英司

17 安藤　賢 67 栗田　清

18 五十嵐　富士夫 68 中川中央町内会　小池英治

19 猪狩　鐡丸 69 小泉　晴

20 池上 利幸 70 有限会社山田　小泉忠工務所

21 磯田　公夫 71 河埜　光

22 庭匠　今西園 72 港北ファミールガーデン

23 今西　武夫 73 小島　喜一

24 岩さき屋　岩崎　明 74 幸翠園　小嶋　幸次郎

25 岩崎　昌 75 キングレコード　小林　のりお

26 岩崎　勝久 76 小森　高美

27 有限会社 岩﨑建設工業 77 小山　貞美

28 岩崎　崧雄 78 斉藤　富男

29 岩崎造園㈱代表取締役 岩崎 忠幸 79 ㈲坂田製作所代表取締役 新木 道雄

30 岩﨑　チヨ 80 佐藤　鐵雄

31 岩崎　利夫 81 佐藤　博夫

32 岩崎　規男 82 横浜農業協同組合都筑中川支店支店長 小林 正剛

33 岩崎　英貴 83 篠原 敦也

34 岩﨑　幸夫 84 島　重徳

35 牛久保町内会 85 嶋内　広之 

36 牛久保東町内会文化部 86 酒処　請地　晶

37 梅田　勲 87 小料理 薫　白井　薫　

38 漆原　芳男 88 ロデオダイナー 白井 亮次

39 江越　由美子 89 シライシ設備代表 白石 高行

40 ｴｽﾃｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾝﾀｰ北 自治会 90 杉浦　五月

41 遠藤　徹 91 すぎの森幼稚園

42 大棚町内会 92 鈴木　勝昭

43 ㈱おかだハウジング代表取締役 岡田 日出則 93 鈴木　隆

44 岡本　政治 94 鈴木　英明

45 奥園　英昭 95 スターツCAM株式会社

46 ㈱AMK総合建設代表取締役 小黒 雄治 96 須永　マエ子

47 梶井　正之 97 有限会社 大興資源

48 金谷　利彦 98 中国料理　㈲大天海

49 鏑木 酒店 99 ㈲大丸電機代表取締役 大久保 信由

50 バーバームサシ　上村 和春 100 髙野　清

｢平成２９年度牛久保東町内会夏まつり｣花掛け(寄附)者

日時：平成29年7月29日(土)　雨天により30日(日)　於:中川小学校校庭　　　　(敬称略　順不同)
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(No 2) (敬称略　順不同)

Ｎｏ ご芳名 Ｎｏ ご芳名

101 髙橋　幾次 151 深川　武夫

102 高橋　和宏 152 大五建設㈱  代表取締役 福島 昭治

103 南山田　高橋　今朝次 153 旬魚旬菜かこいや 外園 康一

104 高橋工業 代表 高橋 健一 154 本多　博幸

105 高橋　宗二 155 有限会社本間超硬技研

106 高橋　春好 156 本間ウイメンズクリニック 本間 寿彦

107 髙橋　正和 157 牛久保西　前井　亮次

108 髙橋　満 158 前田　孝司

109 髙橋住宅ｾﾝﾀｰ㈱  代表取締役 髙橋 良雄 159 小料理　松ちゃん

110 田口　等 160 松本　高博

111 武井　俊市 161 大健商事㈱  代表取締役 皆川 幸成

112 竹内　治源 162 皆川　善康

113 竹山　喜代嗣 163 南山田町内会

114 田中　勝 164 宮田　秋男

115 谷口　武 165 宮村　ケサエ

116 田場クリーニング 166 宮本管機㈱  代表取締役 宮本 誠一

117 玉井　健一 167 宮本　毅

118 たむら測量登記事務所 168 村上　公法

119 株式会社　地域シャワーコム 169 村上　大六

120 千葉　征五郎 170 有限会社持田自動車  代表取締役 持田 悟

121 中央大学附属横浜中学校・高等学校 171 森　清太郎

122 塚田　保 172 森　由美子

123 津久井　喜代子 173 有限会社  森山設備

124 津久井　昌弘 174 山泉　二郎

125 都筑区地域振興課 175 山口　義平

126 土田　勇 176 山﨑　進一

127 都筑消防署長 177 山﨑　潜

128 読売新聞　寺越　満 178 山田　耕平

129 常澤　真理子 179 横田測量登記

130 中川小学校 180 慎光電気工事有限会社  吉田 源三郎

131 中川小学校　PTA 181 文化部長　吉富　寛 

132 横浜市中川地域ケアプラザ 182 吉野　晴夫

133 中川中学校 183 吉野　弘和

134 中川中学校　PTA 184 ウインディア　吉濱　勝雄

135 有限会社  中川不動産 185 劉　鋭

136 長澤　和雄 186 渡辺　丈夫

137 長澤　淳

138 長澤　淳子

139 有限会社　長澤 土木

140 長澤　政夫 Ｎｏ ご芳名

141 長澤　道雄 1 芦沢　美津子　

142 長澤　豊 2 大棚フォレストパーク　

143 中丸　清彦 3 岸電気　

144 有限会社  中丸商店 4 髙橋住宅センター株式会社　

145 少年野球 早渕レッドファイヤーズ 5 寺越新聞販売株式会社

146 春風の丘

147 板東　良数

148 日野　靖子

149 平野　博

150 フォレストパーク自治会

【物品寄附者】(敬称略･順不同)

     ※寄附物品:酒類､うちわ、手拭い


