
小金原おやじの会 第五回総会
 日時：平成21年9月26日(土)　16:00～
 場所：栗中二階会議室

1．開会のことば

2．会長挨拶

3．活動報告 (2008/10 ～ 2009/09)
2008/09/27(土) 小金原おやじの会第四回総会
2008/10/11(土) 小金原大運動会設営準備および運営協力
2008/10/12(日) 小金原大運動会協力
2008/10/18(土) 栗っ子学童まつり協力参加
2008/10/25(土) 十月定例会
2008/10/31(金) 小金原大運動会「決算報告懇親慰労会」
2008/11/01(土) ソフトボール練習
2008/11/08(土) 栗中教育ミニ集会
2008/11/15(土) おやじの会主催親善ソフトボール大会・十一月定例会
2008/11/30(日) 第三回福祉フェア小金原ふれあい広場協力参加
2008/12/13(土) おやじの会主催ふれあいイベント「お正月飾りを作ろ

う」・十二月定例会
2008/12/29(月) ソフトボール練習・年末パトロール・忘年会
2009/01/17(土) ソフトボール練習・一月定例会・新年会
2009/02/21(土) 二月定例会・親子星空観察会
2009/03/14(土) ソフトボール練習・三月定例会
2009/04/04(土) おやじの会花見&BBQ
2009/04/18(土) 四月定例会・四周年交流会
2009/05/09(土) 栗中PTA除草作業協力参加・小金原子どもまつり協力

参加
2009/05/16(土) 栗中体育祭パトロール・五月定例会
2009/06/20(土) AED講習会・六月定例会
2009/07/18(土) 七月定例会・子ども盆踊り練習
2009/07/25(土)・26(日)
 小金原団地夏まつり(出店・神輿・子ども踊り・パト

ロール)・けやきプラザ音楽祭り2009協力参加
2009/08/01(土)・02(日)
 小金原8/5丁目祭り協力参加
2009/08/21(金)・22(土)
 小金原9丁目/小松園祭りパトロール
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2009/08/29(土) 子ども会映画会パトロール
2009/09/05(土) 栗中PTA除草作業協力・九月定例会

おやじニュース
2008/10/25 おやじニュース10月号(No.26)
2008/12/18 おやじニュース12月号(No.27)
2009/01/23 おやじニュース1月号(No.28)
2009/03/14 おやじニュース3月号(No.29)
2009/05/09 おやじニュース5月号(No.30)
2009/06/20 おやじニュース6月号(No.31)
2009/09/05 おやじニュース9月号(No.32)

ホームベージ閲覧数 (各年までの累計)
2006/10迄 6257
2007/10迄 9861
2008/10迄 14600
2009/10迄 18900

4．会計報告 ... 神戸、村田
収入 ¥237,086、支出 ¥93,267、繰越金 ¥143,819
詳細は添付資料参照

5．活動予定 (2009/10 ～ 2010/09)
1. 定例会 (第３土曜日、パトロールを含む)
2. おやじニュースの編集・発行 (不定期、およそ月刊)
3. 小金原大運動会参加協力 10/10(土)11(日)
4. 福祉フェア小金原ふれあい広場参加協力 11/29(日)
5. 栗中PTA交流バザー 12/05(土)
6. 正月飾り 12月
7. 年末パトロール 12月
8. 親子天体観測会 2月
9. 五周年懇親会 4月
10. 小金原子どもまつり参加協力 5月
11. 地域夏祭り参加協力 7・8月
12. 総会 10月
13. 地域の学校行事・PTA行事への参加協力その他

6．議案
1. メーリングリストのルールの明文化について

会員のメール受信はパソコンのみでなく携帯でも行われているため以下の紳士
協定を作りたい。 なお、2009年7月定例会に於いて、メーリングリストへの
参加は会員登録された人のみに限定する事が決まっている。
1. 送信時間は6時から24時とする。0時から6時迄は送信しない。
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2. 特定メンバーのみに宛てた内容の送信は行わない。
3. 内容が「了解」のみの簡単な返信は行わない。必要であれば送信者に直接
送る。ただし行事参加の可否の返信は除く。

4. 返信の際に不必要な全文引用は行わない。必要部分のみ引用する。
5. メーリングリストの内容は会員間のプライベート情報であるため、無断で会
員外への開示を行わない。

2. おやじの会冬用制服について ... 野邊
夏季以外のおやじの会ユニフォームとしてナイロンベスト(http://www.l-
m.co.jp/lm_detail_id_693_searchtext_557809.html)の作成を提案する。
50枚作成の時の費用は以下の通り。Tシャツ購入者はおやじの会より813円の
補助をして1,500円/枚で頒布し、ベストのみ購入の場合は2,300円/枚、とい
う価格設定を提案する。ちなみに30枚作成だと2,729円/枚になり416円/枚の
差が出る。
ナイロンベスト(色/イエロー、サイズ/LL 1,522円ｘ50点) 76,100円
名入れ代 45,650円

背中型代：12,600円×1色 12,600円
プリント代：315円×50点 15,750円
胸型代：9,450円×1色 9,450円
プリント代：157円×50点 7,850円

5%大口割引(送料サービス) ‒6,088円
合計 115,662円 (2,313円/枚)

3. スポーツ・レクリエーションについて ... 宮崎
4. おやじの会クラブ活動の創設について ... 野邊

おやじの会会員及び会員家族の親睦と心と体の健康を増進することを目的とし
た会員限定のクラブ活動(スキー部、ゴルフ部、旅行部、キャンプ部等)を創設
して活動を行いたい、会員以外にも参加勧誘をして会員登録を促進することも
目的とする。

5. おやじニュースの編集や内容等について
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2009年3月定例会において編集委員の解体を決定した。編集委員が行っていた
ニュース項目選定、執筆者決定等は定例会やメーリングリストを使って行う事
になった。よって「付則　係について」編集委員の項の見直しを行う。

6. 小学校へのアプローチについて
現在、貝小現役会員は二名である。今後数年間貝小の会員が増えなければ貝小
現役会員はいないくなる。この会のうたい文句である地域の学校で構成された
会であり続けるためには、小学校の会員勧誘が重要ではないか。どのような方
法があるのか話し合いたい。

7. 根木中へのアプローチについて
根木中におやじの会を立ち上げるべく根木中の先生方ががんばっている。我々
として何ができるか話し合いたい。

8. 会則第6条(役員)について ... 野邊・宮崎
会長から書記まで合計七名の役員の選出が難しくなってきている。柔軟に対応
できるようにした方がよいのではないか。
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７．役員と係の改選
役員

会長 副会長 副会長

会計 会計 書記 書記

係(担当)

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

福祉フェア 福祉フェア 天体観測 天体観測

子ども会行事 子ども会行事 子どもまつり 子どもまつり

夏まつり 夏まつり 夏まつり 夏まつり 夏まつり

パトロール パトロール 懇親会 懇親会

8．閉会の言葉
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平成２１年９月２６日　上記の通り報告いたします。

村田　功

神戸　雅敏

内　　訳

　平成１９年度繰越金

　栗中、根木中、栗小、根木小、貝小、社協、８丁目、９丁目

　次年度繰越金　　　￥１４３，８１９

項　　目

４月交流会

合　　計

¥237,086

夏祭り

雑収入・会への寄付

合　　計

収　入　額

¥153,161

¥35,000

¥21,500

¥5,500

¥6,450

¥8,469

Ｈ20.9.10～H21.9.10　おやじの会　会計報告書

項　　目

収　　入

支　出　額

支　　出

前年度繰越金

Ｔシャツ販売代

４月交流会参加費

お祝い・謝礼

正月飾りイベント参加費

　交流会飲食費

　団地祭り経費

¥12,705

¥9,095

¥8,984

¥5,876

¥1,340

¥3,264

¥5,000

正月飾りイベント

１１月社協餅つき

ソフトボール

団地祭り

¥29,423

　招待状用ハガキ

　各種会場代・広告費

　正月飾り材料費

　餅、飲み物代

　ソフトボール代・お茶代

　参加費￥500×43名

　８丁目町会より

収入‐支出 ¥143,819

¥93,267

ハガキ　

会場代・すまいる

コピー用紙

印刷機インク

内　　訳

　おやじニュース用紙代

　栗中への印刷機インク代

¥17,580

¥7,006
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―　小金原おやじの会　会則　―

第１条（名称） この会は、「小金原おやじの会」と称する。

第２条（事務局） この会は、事務局を松戸市立栗ヶ沢中学校に置く。

第３条（目的） この会は、子供たちや学校を支援するための行動を通して、会員
の親睦とより良い地域社会作りへの貢献を目的とする。

第４条（会員） 第３条に賛同し活動に参加できる者。

第５条（活動） 第３条の目的を達成するために地域と連携し活動を行う。　

第６条（役員） この会においては、次の役員を置く。

 (1) 会　長　　1名
 (2) 副会長　　2名
(3) 会　計　　2名
(4) 書　記　　2名

第７条（係り） この会は役員の他に、活動に応じて係を置く。

第８条（総会） この会の総会は年１回とする。

第９条（会費） この会の会費は、特にこれを定めない。但し、活動上で必要な時
に集める。

付則 この会則は、平成17年10月1日より施行する。
付則 平成18年10月2日改定・施行
付則 係について。平成19年9月30日より施行する。
付則 平成20年9月27日係についての付則の改定・施行
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付則 係について
1）小金原大運動会

• 実行委員会に出席する。運動会当日が総会直後となる場合は、前年度の係が総会
後の運動会行事も担当する。

• 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、反省会の出席等を
行う。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
• 小金原社協等主催の福祉フェアの実行委員会に出席する。
• 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、反省会の出席等を
行う。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
• 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・当日主導を行う。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）小金原子どもまつり
• 小金原子どもまつ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、反省会の出席等を行
う。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）地域夏まつり
• 地域夏まつりの実行委員会に出席
• 出店・子供盆踊り・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・翌日清掃に参加する。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。
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