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議 案 審 議 議長進行

◎ 第 1号議案 副伍長会長の選任について

提案の趣旨

西組 16班の伍長の改選にともない、現副伍長会長の湯本敏光様が退任したことから、新た

に伍長の互選により副伍長会長を選任するものである。なお、選任された副伍長会長の任期

は、規約に基づき前任者の残任期間とする。

◎ 第２号議案 平成 23年度事業結果 H23 4/1～ H24 3/31

月 日 事 業 名 場 所 出 席 者 等
4/1(金） 三役会議(広報配布） 公民館 16:00 三役・組長代理
4/2(土） H23年度総会（第 1回伍長会議） 集会ホール 19:00 三役・監事・伍長全員
4/7(木） 永明小入学式 永明小学校 13:00 会長
4/9(土） 各種団体合同会議(年間行事 集会ホール 19:00 自治会役員・各種団体

・ｽﾏｲﾙﾎﾞｳﾙ実行委員決定）・花造り 長等
4/10(日） 近戸神社春の例大祭(氏子総代） 近戸神社社殿 11:30 自治会役員・団体の長
4/11(月） 永明地区自治会長会議 永明公民館 13:30 会長
4/12(火） 東日本大震災義援金持参(30万円） 上毛新聞社 15:00 会長・荒木会計担当
4/15(金） 三役会議(広報配布） 公民館 18:00 三役
4/17(日） 道路側溝清掃等・ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場風除け 公民館 6:00 自治会役員・老人ｸﾗﾌﾞ
々 新旧役員懇談会 ﾋﾞｸﾄﾘｰ 50 18:00 新旧自治会役員

4/18(月） のびゆく子どもの集い実行委員会 永明公民館 13:30 会長他
々 所島堰用水路管理組合総会 東片貝町公民館 18:00 会長・女屋進農事会長

4/22(金) 製氷機修理 HOSHIZAKI前橋営業所 公民館 会長・湯澤副会長
4/24(日） 上長磯町敬老会 上長磯公民館 11:00~ 会長(社協会長）
4/25(月） 前橋市社協会長会議 市総合福祉会館３ F 会長( 々 ）
4/27(水） 小林高雄様通夜 グレース 18:00~ 正副会長他
4/28(木） 敬老会準備・三役会議・広報 公民館 15:00~ 役員全員
々 小林高雄様葬儀告別式 グレース 11:00~ 正副会長他
々 永明小学校 PTA歓送迎会 スワン 18:30~ 会長・PTA役員

4/29(祭） 上大島町敬老会 公民館集合 8:30 役員全員
4/30(土） 南雲イセ子様通夜 グレース 18:00~ 正副会長他
々 永明自治会連合会新旧役員懇談会 やまや 19:00~ 会長

5/1 (日） 南雲イセ子様葬儀告別式 グレース 11:00~ 正副会長他
5/3(祭） 野中町敬老会 野中町公民館 11:00~ 会長
5/6(金） 永明地区母子寡婦会総会 天川本町公民館 11:00~ 会長
5/10(火） 上大島町スマイルボウル打ち合わせ 公民館 18:00~ 三役
々 永明地区自治会長定例会議 永明公民館 13:30~ 会長

5/11(水） 永明地区文化祭打ち合わせ会議 永明公民館 15:00~ 会長
々 前橋市長陳情 前橋市 10:00~ 三役

5/12(木) 自治会長・民生委員等合同懇親会 駒形町会議所 18:00~ 会長他
5/13(金） 市行政自治委員委嘱状交付式 総合福祉会館 13:30~ 会長
々 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理

5/14(土） 永明地区体協懇親会 勤労福祉ｾﾝﾀｰ 19:00~ 三役・体協役員
5/15(日） 庚申様掛け軸等文書館収納儀式 公民館和室 会長・関係者
5/16(月） のびゆく子どものつどい 永明小学校 9:00~ 会長他
5/17(火） 永明地区第 1回地域づくり協議会 永明公民館 19:00~ 会長・荒木副会長
々 生涯学習研修会 永明公民館 15:00~ 会長

5/19(木） 々 懇談会 やまや 18:30～ 会長・生涯学習奨励員
5/20(金） 永明地区各種団体総会 永明公民館 9:30~ 会長他
5/22(日） 上大島町スマイルボウル準備 公民館・永明小 15:00~ 三役・組長代理



月 日 事 業 名 場 所 出 席 者 等
5/23(月） 第 18回上大島町スマイルボウル大会 永明小学校 9:00~ 町内全員
5/27(土） 前橋市農業委員選挙 木瀬農協 18:30~ 会長・農事組合代表
5/29(日） 木瀬中学校 PTA歓送迎会 伊勢崎 18:00~ 会長
5/30(月） ｱﾒﾋﾄ噴霧器エンジン調整 旧消防小屋 9:00~ 三役・組長代理
々 市行政自治委員事務連絡会議 総合福祉ｾﾝﾀｰ 13:30~ 会長

6/1 (水） 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理
6/2 (木） 前橋保健所狂犬病予防注射会場整備 公民館 8:30~ 会長
6/3 (金） 永明小・児童ｸﾗﾌﾞ運営委員会 永明小 18:00~ 会長
6/4 (土） アメヒト消毒（上・中組） 町内 6:00~ 上・中組役員
6/5 (日） 々 （下・東組） 町内 6:00~ 下・東組役員
6/7 (水） 市・東警察立会(交通事故防止対策) 荒木陟前十字路 10:00~ 会長・荒木副会長
6/9 (金） 永明地区自治会長定例会議 永明公民館 13:00~ 会長
6/12 (日) アメヒト消毒(西組） 町内 6:00~ 西組役員
6/15 (水） 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 散薬・組長代理
6/16 (木） 永明小・評議委員会、 永明小学校 15:00~ 会長
6/17 (金） 駅ー JR団地接続道路現地説明(市） 前橋大島駅北 11:00~ 会長・湯澤副会長
々 市社協会長会議 総合福祉会館 16:00~ 会長

6/18 (土） 女屋利一郎様通夜 グレース 18:00~ 三役他
6/19 (日） 々 葬儀告別式 グレース 11:00~ 三役他
6/23 (木） 永明小・第 1回学校保健委員会 永明小 会長
6/27 (月） 市環境美化推進員総会 総合福祉会館 14:00~ 会長他
6/29 (水） 知事選期日前投票立ち会い 永明公民館 14:30~20:00 会長
6/30 (木） 市社協主催第 33回少年の主張 総合福祉会館 13:00~ 会長
7/1 (金） 三役会議・広報配布 公民館 17:00~ 三役・組長代理
々 ｶﾗｵｹｾｯﾄ設置祝賀会（寄贈者：田代一郎様） 公民館 18:00~ 三役他

7/3 (日） 群馬県知事選挙投票日
7/6 (水） 永明地区文化祭第 1回打合会議 永明公民館 14:00~ 三役
々 前橋市集落排水連絡協議会総会 前橋市立図書館 10:00~ 会長

7/8 (金） 永明地区定例会長会議 永明公民館 15:00~ 会長
々 同上 暑気払い やかた 18:00~ 会長

7/9 (土） 上大島町納涼祭各種団体打合会議 公民館 19:00~ 役員全員
7/11 (月） 所島堰役員会議 東片貝公民館 18:00~ 農事・女屋進
7/15 (金） 三役会議・広報配布 公民館 17:00~ 三役・組長代理
7/22 (金） 永明公民館運営会議 永明公民館 15:00~ 会長
7/24 (日） 上大島町八坂神社祭典 近戸神社境内 11:00~ 会長・氏子総代
7/28（木） 市役所立会い(陳情箇所・森林組合） 排水溝(森林組合周辺） 会長・湯澤副会長
8/1 (月） 三役会議・広報配布 公民館 17:00~ 三役・組長代理
8/4 (木） 市緑地愛護会総会 総合福祉会館 15:00~ 会長・志みず会長
8/5 (金） 上大島町納涼祭準備 公民館 15:00~ 三役・組長代理
8/6 (土） 第 32回上大島町納涼祭 公民館 7:30~ 各種団体等全員
8/7 (日） 納涼祭後片付け 公民館 8:00~ 同上
8/9 （火） 永明包括ｾﾝﾀｰ主催孤立死ﾈｯﾄﾜｰｸ会議 包括支援ｾﾝﾀー 10:10~ 会長・民生委員
8/12 (金） 永明地区定例自治会長会議 永明公民館 10:00~ 会長
々 三役会議・広報配布 公民館 17:00~ 三役・組長代理

8/17 (水） 永明地区地域づくり協議会総会 公民館 19:00~ 会長・荒木副会長
8/18 (木） 永明地区運動会実行委員会 公民館 19:00~ 会長・体協
8/22 (月） ももちゃん(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)開所式 小屋原施設内 12:00~ 会長・民生委員
々 所島堰用水管理組合会議'（水路図） 東片貝公民館 17:00~ 会長

8/23 (火） 歩道安全柵設置に関する市事前協議 公民館 14:00~ 会長
8/24 (水） 同上 市との打合協議会 公民館 18:00~ ３自治会他
8/25 (木） 前橋市戦没者追悼式 総合福祉会館 13:15~ 会長
8/26 (金） 前橋農業委員就任祝賀会 ウインテスト 19:00~ 三役

8/30 (火） 木瀬中クリーアップ大作戦 上大島公園 三役・老人クラブ等
9/1 (木） 前橋市副市長へ陳情 市長応接 13:30~ 自治会長
々 三役会議・広報配布 公民館 17:00~ 三役・組長代理

9/2 (金） 石田寶様通夜 グレース 18:00~ 役他
9/3 (土） 々 葬儀告別式 グレース 13:00~ 役他
9/4 (日） 永明地区子ども育成会ｽﾏｲﾙﾎﾞｳﾙ大会 永明小 9:00~ 会長他



月 日 事 業 名 場 所 出 席 者 等
9/5 (日） 前橋市議・永明地区自治会長懇親会 まとい 18:00~ 会長
々 佐々木サトミ様家族葬 自宅弔問 会長

9/7 (水） 永明地区運動会第 2回会議 永明公民館 19:00~ 会長
9/8 (木） 永明地区文化祭舞台部門会議 永明公民館 10:00~ 会長
々 前橋市道路管理課立ち会い 清水川堰堤 14:00~ 会長他

9/9 (金） 永明地区定例自治会長会議 永明公民館 13:30~ 会長
9/10 (土） 永明地区運動会合同会議 永明公民館 19:00~ 会長他
9/11 (日） 前橋市八木節発表会 市民文化会館 12:20~ 会長・八木節振興会
9/13（火） 上大島町自治会名簿受領 公民館 14:00 会長・荒木
9/14（水） 広報等受領 永明公民館 16:00 会長
9/15（木） 役員会議・広報配布 公民館 17:30頃 三役・組長代理
9/16（金） 上組用水路境界立ち会い 外処様宅前 9:30 会長・湯澤・外処
9/17（土） 永明小運動会 永明小校庭 8:30 会長
9/19（祭） 下長磯町敬老会 下長磯公民館 11:00 会長
9/22（木） 第 3回地域づくり協会議 永明公民館 19:00 会長・荒木
9/24（月） 市政懇談会（各町 2名） 城南支所 10:00 会長・橋本
々 小宮山津祢子様家族葬 自宅弔問 荒木副自治会長

9/30（金） 社会福祉協 打ち合わせ 永明公民館 13:30~ 会長
々 広報受領 永明公民館 16:00 会長
々 三役会議・広報配布 公民館 17:00 三役・組長代理
々 文化祭ｶﾗｵｹ部門会議 公民館 19:00～ 三役全員

10/01（土） 運動会準備 永明公民館 15:00 三役・組長代理
々 々 上大島町準備 公民館・16:30~ 引き続き同上

10/02（日） 永明地区大運動会(準優勝） 木瀬中 7:00集合 三役・役員
10/05(月） 舘野きみい様通夜 グレース 18:00~ 三役
10/06(火） 同上 葬儀告別式 グレース 11:00~ 三役他
10/5~6 自治会連合研修旅行 伊豆・戸田温泉 会長
10/07（金） 自治会連合定例会議 永明公民館 13:00 会長
々 文化祭第 2回全体会議 公民館 14:30~ 三役

10/08（土） 粗大ゴミ看板等整備 公民館 17:30～ 三役・組長代理
10/09（日） 粗大ゴミ回収立ち会い 平野商店前 6:00~ 同上
10/11（火） 粗大ゴミ委託業者引き取り 時間未定
々 看板・ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ等撤去片付け 広場 引き取り後 三役・組長代理

10/13（木） 広報受領 永明公民館 16:00 会長
10/14（金） 三役会議・広報配布 公民館 18:00 三役・組長代理
々 歳末助け合い・赤い羽根募金 公民館・通知発送 同上

10/18（火） 行政自治委員地区別懇親会 登利平 18:00～ 会長
10/22(土） 女屋茂美様通夜 グレース 18:00~ 三役
10/22（土） 青少年健全育成大会 テルサ 12:30受付 会長他
10/23(日） 女屋茂美様葬儀告別式 グレース 12:00~ 三役他
10/28（金） 永明地区運動会反省会 場所未定 18:00 会長・本部役員等
11/11（金） 自治会連合会定例会 13:30 永明公民館 会長
11/13（日） 上大島町ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場風除け設置 公民館 8:30～ 花造り等 町内全員
11/20（日） 永明地区ふれあい交流会 永明公民館 11:00～ 会長等
11/23（祭） 近戸神社秋の祭典 近戸神社 13;00~ 直会 三役・正副伍長会長
11/25（金） 永明地区戦没者追悼式 永明公民館 13:30~ 会長等
11/30（水） 文化祭反省会 永明公民館 14:00~ 会長他
々 広報受領 永明公民館 16:00 会長

12/01（木） 三役会義・広報配布 公民館 三役・組長代理
々 吉田栄司様通夜(幸男氏御尊父） 市斎場 18:00~ 会長・湯澤副会長

12/02(金） 前橋市輪投げ大会 アリーナ 9:00~ 老人クラブメンバー
12/04(日） 地域づくり協（ウｵーキング大会） 駒形周辺地域 三役・希望者
12/09(金） 自治会連合会定例会議・忘年会 まとい 18:00~ 会長
12/12(月） 上長磯堰推理費徴収・納入 上長磯町会長 11:00~ 会長他
12/15(木） 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理
12/17(土） 初詣薪造り 公民館 13:00~ 三役・組長代理
々 役員忘年懇親会 まとい 18:00~ 14名参加

12/18(日） 樋下田翁一様通夜 市斎場 18:00~ 三役他
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月 日 事 業 名 場 所 出 席 者 等
12/19(月） 々 葬儀告別式 市斎場 10:30~ 三役他

12/27(火） 田代與一様通夜 天国社 18:00~ 三役他
12/28(水） 々 葬儀告別式 々 12:00~ 三役他
々 三役会費・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理

12/31(金） 初詣準備 公民館 14:00~ 役員全員
々 二年詣り(甘酒等作製） 公民館 22:00~ 三役等

1/01(日) 新年拝賀式準備 8;30~式典 9:30~ 近戸神社境内 町内全員
1/07(土） 宮崎弘子様白寿祝い 浄土院本堂 12:00~ 会長他
1/11(水） 放射線測定講習会 総合福祉会館 13:30~ 会長・湯澤副会長
々 石田吉武様通夜 市斎場 18:00~ 三役他

1/12(木） 々 葬儀告別式 々 10:30~ 三役他
1/13(金） 永明地区定例自治会長会議 永明公民館 13:30~ 会長
々 三役会議・広報配布 永明公民館 16:00~ 三役・組長代理
々 自治会連合会新年会 やまや 18:00~ 会長

1/15(日） 永明地区子ども育成会カルタ大会 永明小 9:00~ 会長他
1/20(金） 永明地区各種団体正副会長新年会 勤労福祉会館 18:00~ 各種団体正副会長
1/21(土） 荒木きよ様通夜 メモリード 18:00~ 三役他
1/22(日） 々 葬儀告別式 々 13:00~ 三役他
1/23(月） 上大島町老人クラブ新年祝賀会 公民館 10:30~ 三役他
1/24(火） 愛宕神社祭典 愛宕様 9:30開式 町内有志
1/27(金） 永明地区合同新年会(自治会長 野中町公民館 18:00~ 関係者

民生委員・生涯学習奨励員・公民館）
2/01(水） 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理
2/03(金） 観音様節分祭り 百番観音堂 10:30~ 三役他
2/07(火） 永明地区地域づくり協議会 永明公民館 19:00~ 会長・荒木副会長
2/10(金） 永明地区定例自治会長会議 永明公民館 13:30~ 会長
2/13(月） 市長選挙期日前投票立ち会い 永明公民館 9:20~14:30 会長
々 本多春雄様通夜 ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙ 18:00～ 三役

2/14(火） 々 葬儀告別式 々 11:00～ 会長・関係者
2/15(水） 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理
2/16(木） 市長選挙期日前投票立ち会い 永明公民館 9:20~14:30 会長
々 永明小評価委員会 永明小 15:00~15:50 会長

2/16(木） 永明小評議委員会 永明小 16:00~16:50 会長
2/17(金) 永明小 学校公開 永明小 8:20~14:35 会長他
2/19(日） 前橋市長選挙投票立ち会い 永明小 6:00~9:00 会長
々 永明地区卓球大会(混合準優勝) 勤労福祉会館 9:00~ 副会長

2/24(金） 自治会長生涯学習奨励員合同懇親会 やかた 18:00～ 会長・樋下田奨励員
2/29(水） 前橋市生涯学習実践研究会 惣社町公民館 13:30~ 会長・樋下田奨励員
3/01(木） 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理
3/09(金） 永明地区定例自治会長会議 永明公民館 13:30~ 会長
3/13(火） 木瀬中学校卒業式 木瀬中・育館 9:00～ 会長
3/15(木） 第 2回永明公民館運営推進委員会 永明公民館 1:30~ 会長
々 三役会議・広報配布 公民館 18:00~ 三役・組長代理

3/16(金） 孤立死ネットワーク会議 永明包括ｼｴﾝｾﾝﾀｰ 10:00～ 会長
々 米久ﾃﾞﾘｶﾌｰｽﾞ苦情対応会議 米久会議室 会長

3/17(土） 永明・城南地区合同慰霊祭 忠霊塔前 9:00～ 会長・関係者
3/19(月） 齋藤 幸様通夜(西組） メモリード 18:00～ 三役
3/20(火） 々 葬儀告別式 同上 11:00～ 会長、関係者
3/22(木） 永明地区各種団体監査 永明公民館 13:30～ 会長・関係者
3/23(金） 永明小学校卒業式 永明小・体育館 9:00～ 会長
3/24(土） 上大島町自治会平成 23年度監査会 公民館 10:00~ 三役・監事
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特記事項
１ 東日本大震災義援金

4月 9日開催の各種団体合同会議及び同日開催の伍長会議において、本年度の各種行事経費

を節約する中で、本年度の既決予算から 30万円を上毛新聞社を通じ贈ることが決定。同月

12日付で自治会員各位に回覧板にてお知らせし、感謝の意を表した。

２ 永明地区運動会で上大島町が準優勝

10月 2日開催された永明地区大運動会において、上大島町が原町に次いで準優勝を果た

した。

３ 全町内の防犯灯を LEDに交換

町内の既設防犯灯 47基を全てを LED式防犯灯に交換するとともに。新たに木瀬中学校等

の生徒の通学路を中心に 21基を新設した。従来 1基 40Wの契約が 10~20Wに低減されると

ともに、電球の耐久性も増したことから球切れ交換作業が軽減できた。（前橋市の補助金

1,247,500円）

４ 交通事故死にともなう道路改良事業の実施

昨年 10月公民館前の横断歩道における死亡事故の重大性に鑑み急遽関係者と協議を行っ

た結果、電柱及び横断歩道一の改善及び道路舗装及び道路標識の改善を前橋市へ陳情。

現在改善が進められている。皆様も今後充分気をつけて横断してください。

５ 通学路の安全柵の設置

永明小へ通学する児童の安全を確保するため、道路飛び出し防止柵を試験的に一部設置し

ました。これは永明小校長及び PTAからの強い要望があり実施したもので、結果を見て、

他の必要な場所にも設置を要請する予定です。

６ その他前橋市への要望事項実施状況

選挙等の関係で工事が遅れていますが、要望した殆どの箇所については 6月ぐらいまでに

は完了する予定です。

書面要望：新規 13、継続 5、口頭 3件 完成：7カ所 実施中 2カ所 次年度以降 4カ所

なお、新たな要望事項については 4月下旬までに取りまとめ前橋市長あて陳情しますの
で、4月半ばまでに要望のある方は担当副自治会長まで申し出てください。

７ 「土のう」の確保

台風 12号の被害を反省し平野商店隣の旧消防小屋東側に「土のう」を準備。必要になっ

たら自治会に連絡後運んで下さい。(台風等の情報をいち早くキャッチし、早めに運んで

準備して下さい）


