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☆２０２０年度定期総会について（総務部） 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

☆ゴミ資源集積所変更の注意（環境部） 
班長の交代によりあるいは定期的に資源集積所を変更する場合は手続、連絡が必要です。 

手続が無い場合は回収されないトラブルが発生する可能性がありますので必ず行って下さい  

 ①町田市のゴミ資源集積所：変更する１カ月以上前に、書面にて町田市環境政策課へ 

「ごみ集積所移動届け」による届け出が必要です。（書類は南支所または下記よりダウンロード） 

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/gomi/gomishuushuu/ippan07.html。） 

  市の集積所は自治会では管理していませんので直接行って下さい。 

②自治会の資源集積所：２週間位前までに下記あて直接 場所、番号、移動日を電話連絡 

（有）大興資源 営業部 ０４５－９２９－４８１３。後日班長経由で環境部に連絡下さい。 
 

☆会員情報（総務部）（会員数＝１，２０９） 

△入会 ▼退会 

横田 茂幸  様 第１０支部３班 １月 

道田 健一郎 様 第１０支部３班 １月 

佐藤 豊  様 第 ３支部４班 １０月 

飯島 禎浩 様 第 １支部４班 １２月 

竹内 豊  様 第 ３支部 4班  １月 

杉崎 行雄 様 第 １支部５班  ３月 

中根 昭彦 様 第 １支部 6班  ３月 

  

訃 報         謹んでご冥福をお祈りいたします 

 戸村 寿万子 様 （享年１０８歳） 第９支部 ２班   ２月ご逝去 
 

 

 

回覧 

            

 

 

            

定期総会  ：４月１２日 

新年度役員会：５月１０日 

 

（日） 新型コロナウイルス感染収束の見通しが立ちませんので、会員の皆様の安全第１でしかも 

２０２０年度の自治会活動もスムースに開始できるよう、本年度限定の特例措置として下 

記の通り定期総会の会議は中止し、承認を委任状による自治会長委任として取り扱うこと 

にします。 
 

記 

１．配布された「総会議案書」及び次ページの「２０２０年度役員（案）」に同意される方は、

委任状を４月５日（日）までに班長へ提出下さい。 

２．開催方法または議案書の報告内容に異議または質問がある方は用紙にその内容を記入し、 

同じく４月５日までに班長宛提出ください。回答は自治会だよりなどで後日報告します。 

３．自治会長への委任状が会員の過半数（６０５票）に達したときは、小川自治会会則第４条

及び第５条の規定により総会は成立とし、提案内容は承認されたものとします。 

４．委任状が過半数に達しない場合は別途（新型コロナウイルスの感染収束をみはからって） 

  総会を開催します。それまでの間自治会活動は停止します。 



 

２０２０年度小川自治会役員（案） 

本部役員 

会長 ：長谷川 義剛（再任） 

副会長：吉成 公彦（再任）、副会長兼会計：大津 淳子（（再任） 

会計：上田 一美（新任） 

会計監査：勝又 昉（再任）、宍戸 靖夫（再任）   

ホームページ管理者：吉田 耕造（継続） 

相談役：堤 光雄（留任） 

事務担当：和知 志庸（継続）        

退任：副会長兼会計 林 紀史、会計 大坪 美代子 

支部役員 第１支部 第２支部 第３支部 第４支部 

支部長 浦部 学 中村 龍 中島 俊江 中村 勝義 

第１班長 武井 妃世美 菊池 治 （支部長兼任） 児矢野 泰亨 

第２班長 高橋 有希 久保田 敬子 ― （支部長兼任） 

第３班長 森野 園子 岡田 扶佐子 竹内 裕子 中尾 祐一朗 

第４班長 菅原 あすか （支部長兼任） 金井 晃子 ― 

第５班長 （支部長兼任） 酒井 関也 ― ― 

第６班長 佐藤 恵里 真柄 将基 ― ― 

第７班長 赤松 恵美 若山 宏樹（６月まで） ― ― 

第８班長 ― 小川 正幸 ― ― 

第９班長 ― 高橋 珠美 ― ― 

 第５支部 第６支部 第７支部 第８支部 

支部長 玉木 ゆき子 高橋 弘江 戸嶋 美恵子 鈴木 靖子 

第１班長 佐藤 治代 （支部長兼任） 高橋 貴文 植松 達志 

第２班長 井浦 良里 松村 秀敏 山本 章子 泉 賢治 

第３班長 ― 一川 喜久子 舟木 武子 井坂 一成 

第４班長 佐藤 千津子 ― 嶋田 みどり 漆原 靖子 

第５班長 ― ― 宮本 慶一 廣木 恵美 

第６班長 竹内 泉 ― 富樫 和美 大内 朋子 

第７班長 ― ― （支部長兼任） 戸田 美佐保 

第８班長 ― ― 前田 功 ― 

 第９支部 第１０支部 第１１支部  

支部長 横田 浩 山﨑 幹典 木次 正紀（再任）  

第１班長 芳賀 紀子 （支部長兼任） 石鍋 三重子  

第２班長 寺西 孝郎 富田 浩明 ―  

第３班長 横田 功 三樹 春美 小金澤 良子  

第４班長 千田 綾子 ― 石田 奈生子  

第５班長 出口 君子 松田 勉 野崎 美智子  

第６班長 田辺 育生 大西 武 平井 敬一  

第７班長 堀口 善教 ― ―  

第８班長 寺川 郁代 ― ―  
役員の任期は原則 

１．本部役員（会長・副会長・会計・会計監査）＝２年 再任可 総会の承認 

相談役＝特になし 会長の指名 

支部役員（支部長・班長）＝１年 １回再任可 総会の承認 

２．お名前は世帯主ではなく実質的に活動していただく方です 

 

小川自治会だよりー４月号は休刊し、５月に４・５月合併号として発行します 


