
小金原おやじの会 第七回総会
 日時：平成23年10月01日(土)　15:00～
 場所：栗中二階応接室

1．開会のことば

2．会長挨拶

3．活動報告 (2010/10/02 ～ 2011/09/30、おやじニュース関係除く)
2010/10/02(土) 小金原おやじの会第六回総会
2010/10/09(土) 小金原大運動会設営準備および運営協力
2010/10/11(月) 小金原大運動会協力
2010/10/23(土) 根木内おやじの会発足総会出席
2010/10/30(土) ソフトボール練習
2010/10/31(日) ソフトボール練習
2010/11/03(水) ソフトボール練習
2010/11/06(土) 栗中教育ミニ集会
2010/11/13(土) 親善ソフトボール大会3
2010/11/20(土) 栗中PTAバザー協力参加・十一月定例会
2010/11/27(土) 第四回福祉フェア小金原ふれあい広場準備協力
2010/11/28(日) 第四回福祉フェア小金原ふれあい広場協力参加
2010/12/12(日) ソフトボール練習
2010/12/18(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
2010/12/29(水) 年末パトロール・忘年会
2011/01/09(土) 根木内おやじの会との話し合い
2011/01/15(土) 第四回ボウリング大会・一月定例会・新年会
2011/01/21(金) 小金原連合町会新年懇親会
2011/01/22(日) 歩く部第一回
2011/02/11(金) 温泉部第一回
2011/02/19(土) 二月定例会
2011/03/19(土) 三月定例会・パトロール
2011/04/02(土) おやじの会花見
2011/04/08(金) 中学校入学式
2011/04/16(土) 四月定例会・第六回交流会
2011/04/30(土) 歩く部第二回
2011/05/07(土) 小金原子どもまつり協力参加
2011/05/14(土) 栗中PTA除草作業
2011/05/21(土) 五月定例会・バトロール
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2011/05/22(日) 栗中体育祭パトロール
2011/06/12(日) 第五回ボウリング大会
2011/06/18(土) 災害図上訓練・六月定例会・パトロール
2011/06/26(日) 小金原団地夏まつり第三回実行委員会
2011/07/03(土) 小金原八丁目夏祭り打ち合わせ
2011/07/10(日) 小金原団地夏まつり第四回実行委員会
2011/07/16(土) 七月定例会
2011/07/23(土) 小金原団地夏まつり子ども盆踊り練習
2011/07/24(日) 小金原団地夏まつり第五回実行委員会
2011/07/30(土)・31(日)
 小金原団地夏まつり(出店・神輿・子ども踊り・パト

ロール)
2011/08/06(土)・07(日)

小金原八丁目夏祭り出店・パトロール
2011/08/19(金)・20(土)
 小金原九丁目夏祭りパトロール
2011/08/21(日) 福祉フェアのための臨時集会
2011/08/26(金) 小金原大運動会実行委員会
2011/08/27(土) 歩く部第三回
2011/09/10(土) 貝小PTA除染除草作業
2011/09/13(火) 栗中PTAバザー第二回実行委員会
2011/09/17(土) 九月定例会

おやじニュース
2010/12/04 おやじニュース12月号(No.38)
2011/01/14 おやじニュース1月号(No.39)
2011/04/22 おやじニュース4月号(No.40)
2011/07/01 おやじニュース7月号(No.41)
2011/07/01 おやじニュース初夏号外
2011/09/09 おやじニュース9月号(No.42)

ホームベージ閲覧数 (各年累計)
2006/10迄 6257
2007/10迄 9861
2008/10迄 14600
2009/10迄 18900
2010/10迄 25000
2011/10迄 29900

4．会計報告 ... 吉崎母
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5．活動予定 (2011/10 ～ 2012/09)
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 10/08(土)09(日)
4. 根木内おやじの会との交流会 10/29(土)
5. 第四回ソフトボール大会 11/19(日)
6. 栗中PTA交流バザー 11/26(土) 
7. 福祉フェア小金原ふれあい広場参加協力 11/27(日)
8. 正月飾りを作ろう 12/17(土)
9. 年末パトロール 12月末
10. 親子天体観測会 2月
11. 七周年懇親会 4月
12. 小金原子どもまつり参加協力 5月
13. 地域夏祭り参加協力 7・8月
14. 総会 10月
15. 地域の学校行事・PTA行事への参加協力その他

6．議案
1. 災害関係 ... 岩崎
2. 福祉フェアについて ... 村田
3. その他

2011/10/01



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 福祉フェア 天体観測 天体観測

村田

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

社協評議員

村田

8．閉会の言葉
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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日改定および施行。
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および施行。
付則 平成21年9月26日係についての付則の改定および施行、メーリングリ

ストについての付則の施行。
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―　小金原おやじの会　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。

※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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―　小金原おやじの会 付則 メーリングリストついて　―

1）送信時間は8時から23時とする。23時から翌日8時迄は送信しない。
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。
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