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第８３号 令和２年４月２８日発行

令和２年の新しい年度が始まりました

木々の緑が次第に濃くなり、過ごしやすい季節になりましたが、世の中は新型コロナウイルス

感染拡大防止のため色々な施策がとられ、社会生活に大きな支障が出ています。

広町自治会でも総会は書面総会に、理事会や新任組長会議も書面での報告となりました。

この状況を一刻でも早く収束させるためには、一人ひとりが自分や家族のためと考え、率先して

コロナウイルスと戦いましょう。

間もなく迎える GW はガマンのウイークと考えて、一日でも早く平常な日々が来るように協

力をお願いします。

４月１２日の令和２年度広町自治会総会は書面での総会となりましたが、下記の通り

総会は終了しました。 詳細は全戸配布の報告書をご覧下さい。

・会員数 １６８３人 （令和２年３月３１日現在）

・書面表決数 １２０７人

（総会は、広町自治会規約第９条１項により成立しました）

・１号議案～７号議案は、全て賛成多数で可決承認されました。

（３０通の質問・ご意見をいただきましたが、大半が励ましのメッセージ

でした。代表的な質問を次頁に記載致しました。）

《承認された新年度の本部役員》 （敬称略）

広町自治会

会長 猪俣 武雄

８０２－２３９１広町だより

会 長 猪俣 武雄 （１１ A）
副会長 志村 九二一（１５ C）
〃 佐藤 昭雄 （９ D）
〃 清水 和夫 （１５ D）
〃 則宗 孝志 （６ A１）

会 計 松本 美穂子（８ A１）
〃 神保 清彦 （７ A１）

〃 田島 直行 （７ A１）
総 務 中嶋 孝 （８ B１）
〃 長谷川 久美（１１ A）
〃 亀井 末子 （１６ D）
〃 小山 一路 （１５ D

幹 事 寺田 泉 （９ D）
〃 金子 健一 （１８ A）

《令和２年度の各部会の担当理事と各委員を紹介します》 （・は部長、代表） （敬称略）

広 報 部 ・支田 敏男 （９ A １）
大竹 謙二 （１０ A）
細屋 行雄 （１０ C）
平野 安治 （１８ A）

保健衛生部 ・國武 忠彦 （６ B １）
猪股 恵巳子（１６ A）

防火防犯部 ・高久 和重 （６ A３）
釜谷 弘 （６ D）
石井 益夫 （１１ A）

福祉厚生部 ・武藤 悦子 （１０ C）
斉藤 妙子 （８ A１）
小島 功央 （１６ C）
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体 育 部 藤田 拓也 （２ A）
植木 寛和 （３ A）
長谷川 守 （７ A１）

・角守 囲 （８ B１）
細渕 一裕 （９ C）
萩原 勝重 （１２ B）
中居 瑞夫 （１７ A）

交通道路部 ・山内 卓 （５ A）
小田 拓也 （１６ F）

文化部長 ・堀越 正猛 （１８ A）
入山 美和 （８ D）

女性部長 ・栄 節子 （１ A２）
岡崎 みつ子（９ D）
光川 悦子 （１４ B）
鈴木 恵美 （１５ B）

会館管理委員 新井 満 （１０ C）
広 寿 会 前田 鶴松 （１０ B）
保健活動推進員 生山 晴美 （１０ A）

スポーツ推進委員 高橋 貴美江（１０ B）
森山 俊一 （５ A）

青少年指導員 高橋 正宣 （１１ A）
子 供 会 ・市川 史 （５ B）

渡邊 マリア（９ B）
環境事業推進員 佐藤 昭雄 （９ D）

高橋 夏子 （９ A１）
前田 トワ （１０ B）
猪俣 洋子 （１１ A）

消費生活推進員 亀井 末子 （１６ D）
松本 美穂子（８ A１）

民生委員 井上 美由紀（１５ B）
佐藤 昭雄 （９ D）

《代表的な質問、ご意見》書面のため総会資料だけでは説明等の足りない点をお詫びします。

代表的なご質問に関し簡潔に回答致します。

Q・家庭ゴミ集積場所の掃除を当番制にしているが、当番者と利用者数が違い不公平である。
Ａ・横浜市民にはゴミを出す権利はありますが、後始末については各場所で色々な方法を採っ

ています。権利には義務が伴うのは当然です。利用者での話し合いをお願いします。

Q・監査の詳しい精査結果も記載すべきではないか。
Ａ・次回に向けて監事の方と検討します。

Q・班長の負担を減らすために、自治会費の徴収は１年分まとめて欲しい。
Ａ・以前は毎月集金の組もありました、集め方は各組の希望ですので話し合いをお願いします。

Q・コロナウイルスが猛威を振るっています、回覧、集金など接触感染のリスクを減らして。
Ａ・まだ暫くは、このような状況は続くと思います。回覧の回数削減を広報部と検討します。

Q・高齢になると夜の役員会参加には不安がある。
Ａ・日中は仕事方もいますので、検討します。

Q・街灯が暗いので、LEDに取り替えてほしい。
Ａ・現在、広町地区には１２２ヶ所の防犯灯があります。３年前に横浜市で全て LED 灯に交

換済みです。暗くて防犯灯が必要な場所がありましたら役員にお知らせ下さい、現地の様

子を確認をします。

Q・新型コロナウイルス感染で社会が混乱しています、４月の自治会費を減額になりませんか。
A・本部役員会で検討します。

《ご不明な点は本部役員まで、検討事項の結果等に関しましては別途、広町だより等にて

お知らせ致します。質問、ご意見を有難うございました。》

【横浜市防災スピーカーについて】

横浜市では災害時の情報伝達手段として、防災スピーカー設置を進めています。

中田小学校の屋上に設置されました。半径３００ｍに聞こえる設定です。

【５月２０日 １１時頃 テスト放送が行われますので、注意して下さい。】


