
小金原おやじの会 第三回総会報告

日時：平成19年9月30日(日)　14:00～
場所：7-1団地コミュニティ和室
出席者 : 村田・宮崎・前田・野邊・岩崎・永井・山田・渡辺・石川・竹内・北嶋・斎藤・

八代・高橋・木内・岩間 

　1．開会のことば
 省略
　2．会長挨拶
 省略
　3．活動報告 (2006/10 ～ 2007/9)

2006/10/01(日)　小金原おやじの会第二回総会
2006/10/08(日)　小金原大運動会設営準備および運営協力
2006/11/02(木)　栗ケ沢中学校教育ミニ集会参加
2006/11/18(土)　おやじの会主催第二回ふれあいスポーツイベント
2006/12/03(日)　福祉フェア小金原ふれあい広場協力参加
2006/12/24(日)　2006個のキャンドル協力参加
2006/12/29(金)　年末パトロール
2007/02/10(土)・17(土)　親子星空観察会 
2007/04/21(土)　二周年懇親会
2007/05/12(土)　子どもまつり実行委員会主催「子どもまつり」協力参加
2007/06/02(土)・09/01(土)　栗中PTA除草作業協力
2007/06/09(土)　栗中体育祭パトロール
2007/06/16(土)　深夜パトロール
2007/06/30(土)　おやじTシャツ作成
2007/07/07(土)　栗中PTAバザー協力
2007/07/28(土)・29(日)　小金原団地夏まつり(出店・神輿・子ども踊り・パトロール)
2007/08/04(土)・05(日)　小金原8丁目祭り協力参加
2007/08/17(金)・18(土)　小金原9丁目・小松円祭りパトロール

　　おやじニュース
2006/10/14　おやじニュース10月号(No.9)
2006/11/25　おやじニュース11月号(No.10)
2006/12/19　おやじニュース12月号(No.11)
2007/01/20　おやじニュース1月号(No.12)
2007/03/18　おやじニュース3月号(No.13)
2007/05/19　おやじニュース5月号(No.14)
2007/06/19　おやじニュース6月号(No.15)



2007/07/19　おやじニュース7月号(No.16)
2007/09/01　おやじニュース9月号(No.17)

　　ホームベージ閲覧数
2006/10迄   6257
2007/10迄   9971

　4．会計報告
別紙参照

　5．活動予定 (2007/10 ～ 2008/9)
1．定例会（第３土曜日：ニュースの編集・発行、パトロール）
2．小金原大運動会参加協力 10/06(土) 07(日)
3．ふれあいイベント 12/09(日)
4．福祉フェア小金原ふれあい広場参加協力 12/02(日)
5．年末パトロール 12月末
6．親子天体観測会 02/09(土) 16(土)
7．3周年懇親会 3・4月
8．子供会行事参加協力 3月・8月
9．小金原子どもまつり参加協力 05/10
10．地域夏祭り参加協力 7・8月
11．総会 10/05
12．地域の学校行事・PTA行事への参加協力
13．その他

　6．議案
1. おやじの会のあり方 (野邊)

発足から２年半、設立から２年が過ぎ地域や学校等からの協力・参加要請が
多くなるなか、おやじの会の基本的な活動、協力・参加する行事等の選択
等、おやじの会の活動について確認をしたいと思います。

この議案と次の2と3は同時に議論された。以下のことを確認した。
1) 原則として定例会においていかなる提案も議論し決定する。
2) 話し合いが必要なものにはメールでの議論はなるべく避け、臨時定例会等
を開くよう努める。
3) メールは参加呼びかけ等には使用できる。(例 : 突発的なパトロールの呼
びかけなど)
4) 連絡網を構築する前に会員名簿の適正化を行い、その後連絡網について再
度議論する。

2. 定例会を通せない提案の連絡方法・決定方法 (渡辺、野邊)



通常はいかなる提案も定例会で決めるのが原則ですが、時間的に定例会を通
すのが難しい場合があります。特に夏期は行事が多いため定例会が少なく、
新しい提案に関して定例会を通すのが難しい状況がありました。そのため
メールにより提案および話し合いが行われましたが、メールが不得意な方も
おりメールでは真意が伝 わらないということが多々見られるようになってき
ました。そこで連絡方法を含めた提案の方法について考えたいと思います。

1.参照

3. 会員名簿の適正化 (岩崎)
現在の会員名簿は2005/03/19の「おやじの会設立懇親会」参加者をもとに作
られている。二年以上経った今、名簿上にはほとんどおやじの会の活動に参
加されていない方の名前も多く含まれている。名簿上の各自の意思確認を行
い、適正な名簿を作り直したい。

1.参照

4. 高木小への展開 (石川)
おやじの会設立後、２年が経過しようとしています。これまで小金原地域住
民たちといろいろ活動を通してふれあって参りましたが、残念ながら、高木
小学区へのパトロール、ニュース発行など活動しているものの、ふれあいを
中心とする活動がありません。おやじの会メンバー勧誘を含めて高木小へど
のように展開していけば良いのか？みなさんで、話し合っていきましょう。

岩崎が栗中連P関係で高木小PTAの方と話してみる。

5. 副会長の役割の明文化 (野邊)
　複数人の副会長を置くべきか、１人にするのかをまず話し合いたいと思い
ます。複数人にした場合は基本的な仕事は会長の補佐になると思いますが、
連携や主導することを考えると前もってある程度の役割を決めておくと、活
動が円滑に進むのではないかと思います。
　提案としては地域担当副会長(地域行事等の会議に係と同行する等の活
動、その他地域の要請に対する調整等)・学校関係担当副会長(学校・PTA行
事等の要請に対する調整等)２名を置く。
　また、活動内容等を考えると複数人置く必要がないと考えるのであれば１
人にして会長と２人で上記の活動を協力して行う。
　以上、副会長の役割を明確にして、連絡等の簡素化・円滑な活動を図りた
いと思います。

新会長が新副会長と分担等を話し合う。



6. ニュースおよびHP係の新設 (宮崎、石川、岩崎)
ニュースとHPは共におやじの会の重要な情報発信源であり、その認知度は増
してきています。そのため発信情報の内容や質は重要であり、より慎重さが
求められていると思います。そのため、発信情報について吟味し、調整し、
必要であれば新たな提案を考える係が必要だと思われます。
- 係の仕事 : ニュース及びHPの指針作りおよび編集と管理

1) ニュースとHPへ載せる内容を考える係 (編集委員長的存在。会長が
なるべきか?) ... 出来れば二人

2) ニュース編集(編集とはコンピューターでの作業) ... 一人
3) HP管理(これもコンピューターでの作業) ... 一人

- 係の名前 : 編集委員? 広報?

承認された。係の名称は編集委員。

7. 係の役割の明文化 (野邊)
　現在の係ですが、係名から役割はある程度推察されますが、総会前後の活
動の係は活動内容が不明確なところがあります。そこで活動内容の大枠を明
文化しておきたいと思います。詳細に関してはその年の係に主導していただ
きたいと思います。
１）小金原大運動会

・実行委員会に出席(総会前になるため前年度の係が総会後の運動会を
担当する)

・運動会前日準備主導、当日主導、反省会の出席(参加できないときは
代理等、支障のないような手配をする)

２）ふれあいイベント
・おやじの会主催ふれあいイベントの企画・準備・開催の主導(基本的

に年１回開催)
３）福祉フェア

・小金原社協主催の福祉フェアの実行委員会に出席(総会前になるため
前年度の係が総会後の運動会を担当する)

・協力参加するための準備品の手配、前日準備主導、当日主導、反省
会の出席(参加できないときは代理等、支障のないような手配をす
る)

４）パトロール
・パトロール活動(定例後・深夜・祭り・年末)
・全般の企画・準備・開催の主導

５）親子天体観測会
・おやじの会主催親子天体観測会の企画・準備・開催の主導(基本的に

年１回開催)



６）懇親会係
・周年懇親会、行事後懇親会等の企画・準備・開催の主導

７）子ども会行事
・子ども会行事に協力参加するための打合せ・参加者手配・当日主導

(参加できないときは代理等、支障のないような手配をする)
８）小金原子ども祭り

・小金原子ども祭りの実行委員会に出席
・協力参加するための準備品の手配、準備主導、当日主導、反省会の

出席(参加できないときは代理等、支障のないような手配をする)
９）地域夏祭り

・地域夏祭りの実行委員会に出席
・出店・子供踊り・神輿で協力で参加するための準備品の手配、準備

主導、当日主導(参加できないときは代理等、支障のないような手配
をする)

・出店申込・出店者説明会・翌日清掃に参加(参加できないときは代理
等、支障のないような手配をする)

10）編集委員
・ニュース・ＨＰの編集・維持

※すべての係は会長・副会長と連携して活動をしていき、地域・学校等
との連絡等も適当な連絡方法で行って活動していく。

承認された。この文章を付則とする。

9. おやじの会主催イベントの提案 (宮崎)
我々の主催イベントとして２つ提案させていただきます。年間行事と云うよ
りも長期的なテーマとして検討して貰えればと思います。
　１．小金原音楽祭
　２．おやじの雑学講座
ねらい：
　１．世代を越えて興味を持ってもらえること
　２．既存の組織（学校、町会、PTA他）の理解と協力が得られやすいこと
　３．イベントを通じて仲間を募る
　４．「おやじの会」自体の活性化
　５．夢を持って取り組めること

承認された。発案者が今後の具体的な提案をつくり話し合っていく。



　７．役員改選
 　役員

会長 副会長 副会長

野邊 石川 八代

会計 会計 書記 書記

村田 宮崎 前田 岩崎

 　係(担当)

パトロール パトロール 懇親会 懇親会

渡辺 神戸 前田 村田

編集委員 編集委員 編集委員 編集委員長

石川 竹内 岩崎 野邊

小金原大運動会 小金原大運動会 ふれあいイベント ふれあいイベント ふれあいイベント

八代 岩堀 渡辺 坂本 野邊

福祉フェア 福祉フェア 天体観測 天体観測 天体観測

村田 中村/岩堀 柳館 高橋 斎藤

子ども会行事 子ども会行事 子どもまつり 子どもまつり 子どもまつり

山田 高橋 宮崎 永井 鈴木/野邊

夏まつり 夏まつり 夏まつり 夏まつり 夏まつり

宮崎 石川 岩崎 山田 貫和

　９．閉会の言葉

　10. 懇親会（16:00 ～ 18:00）


