
 令和２年 10月回覧板 目次と概要・執行部からのお願い等 令和 2年 10月 16日  
     自治会長 池田章一郎 （暫定文責）岡田（Tel 052-782-3430  E-Mail VYX00747@nifty.ne.jp） 
 

過去の組長会・回覧板の議事、内容、今回覧板の資料は、 

ホームページ http://fujimaki-cho.nagoya/ で確認できます 

9月は、組長会開催予定日が自治会主催「まちづくり勉強会」開催日と重なり、組長会を中止し回

覧板を発行しました。 

10 月も組長会開催予定日の前日 10 月 24 日に、名古屋市都市計画課による都市計画公園削除検討

区域に対する説明会と緑地事業課による「オアシスの森づくり事業」の説明会が予定されており、

また特に組長会に諮る重要議題も準備されておりませんので、新型コロナ感染防止の観点も考慮し

て組長会をとりやめ、報告事項やお知らせのための至急回覧板を発行することにしました。 
 

Ⅰ 回覧資料一覧と説明 

本来なら組長会で自治会配布資料を会長・担当役員・委員より説明するところですが、代わって 

回覧資料一覧のなかで説明するべき事項を簡単に解説しておきます。 
なお表題に【〇自治会】がついている資料は、自治会執行部または各委員からのお知らせ、報告事項 

     【学区｝がついているものは学区連絡協議会 10月定例会で連絡・お知らせの資料です。 

 

１ 主として第 2 次整備プログラム公表後の「まちづくり」について自治会からの報告等 

〇自治会 ０ 「藤巻のさとを育む会」からの報告とお願い 「まちづくり」に関する総括報告です。 

特に 9月住民勉強会・10月の行政による説明会の経緯と意義についての総括です。 
（今後の取り組み方等 11 月以降の方針は次頁に記載している拡大役員会で協議後 11 月組長会の議題にします） 

〇自治会１ 令和２年９月２７日住民勉強会メモ 

9月 27日の勉強会で主に話し合われた内容・イメージのメモで当局と調整済です。 

〇自治会２ 藤森氏基調説明執行部補足（市との調整済）基調説明の執行部補足説明資料です 

（藤森氏基調説明は別サイト 200927 藤巻町住民説明会プレゼン※修正後 にて公表しています） 
 

２ 自治会主催の特に資料付きで紹介する行事及び委員からのお知らせ事項。 

〇自治会 3 白龍神社祭礼案内（令和２年 10 月吉日） （お祭り実行委員） 

11月 3日（火 祝日）10 時～ 例年のように行いますので、多くの方の参加をお願いします。 

コロナ対策として、今年度は子供獅子の町内巡礼はとりやめますが、高針荒田地区にも案内をし、

神棚への飾り・神主による祝詞・祈願、参加の子供さんへのお菓子配布等は例年どおり実施します。 

〇自治会 4 小学校資源回収令和 2年度中止のお知らせ （小学校校外指導委員） 

今年度は西山小学校による資源回収は中止となりますのでご注意ください。 

  

３ 西山学区連絡協議会等からのお知らせ等 

学区_1_防災対策                       （名東消防署） 

「消防署員が各世帯を訪問し防災対策に取り組んでもらう」事業展開をしていることのお知らせ 

学区_２_秋の火災予防運動                   （名東消防署） 

 11 月 9 日（月）～11 月 15日（日） 火災による死者発生防止 地域ぐるみの防火・防災対策 

学区_3_名東通信                          （名東警察署・西山交番） 

 名東警察署や西山交番からの交通事故 犯罪防止のための資料です。 

学区_4_めいとうゆめは～と                     （名東区社会福祉協議会） 

 赤い羽根共同募金 子ども食堂 いきいき支援センター 等について記載 

学区_5_なごや認知症の人おでかけあんしん保険  （名古屋市認知症相談支援センター） 

 認知症の人が事故を起こしたときの保険 関心ある方は「支援センター」に問い合わせを願います。 

学区_6_名東ほっとけん新聞                     （名東区役所福祉課） 

学区_7_令和 3 年「成人の日記念行事」          （名東区役所地域力推進室） 

 開催日 令和 3 年 1月 10 日（日） 該当者に区役所から案内が届くことになっています。 

 ご本人の希望によっては、区役所に連絡が必要な方もありますので、回覧資料をご覧ください。 
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４ 回覧板で特に資料は配布しませんが、名東消防署より 11 月 20 日締切りで、自主防災会備品

購入申し込みの問い合わせが来ていますので 7 月組長会での決定を踏まえ「藤巻町自主防災会備

品」として ヘルメット   単価 ￥1,320（税込み）   25組 （組長用＋予備 10 個） 

を締切日までに申し込みます。 

 

Ⅱ その他のお知らせ（回覧資料でのお知らせ以外の自治会で把握している町内活動・行事等） 
【まちを美しくする地域美化運動・例年は小学生と共同の公園美化運動ですが、コロナ感染防止のため学区町美

活動委員会行事として活動】 11月 7日（土）9時～11時（藤巻町は）植園公園 池田会長 林保健環境委員 

【学区連絡協議会・交通安全指導】 7時 30分～8時 30分 藤巻交差点   

 10月 20日（火） 池田会長 酒井防犯交通安全委委員 

 10月 30日（金） 川俣子ども会会長  

 11月 20日（金） 池田会長 酒井防犯交通安全員 西山本通り３交差点（名東区交通安全デー 場所変更）             

【自治会サロン及び住民自主活動として自治会に連絡されている活動紹介 ホームページで確認ください】   

・太極拳サロン       当分の間自粛します （自治会サロン）                             

・小中学生英文手紙勉強会  11月 7日（土）14時 30分～ （自治会サロン）  
         今回 11月の勉強会は、他行事との関係で第 1土曜日となっていますのでご注意ください。  

・東山森づくりの会藤巻班  11月 14日（土）10時～  高速道路トンネル上の藤棚集合 

・荒池ひろば愛護会 清掃奉仕 11月 14日（土） 28日（土）    9時 50分～ 江藤会長 

【11月恒例行事 白龍神社祭礼】 

・白龍神社祭礼 11月 3日（火） 10時～  白龍神社で高井神主による祝詞 祈願を行う。 

新型コロナ対策として、子供獅子町内巡礼はしませんが、祭壇に獅子を飾り、子どもへの菓子配布も行います。 

（この回覧資料の中には、本祭礼案内も入っていますが、今年度は念のため本欄にも記載しました） 

【資源回収】  西山学区  11月 3日（火）  各回収ステーション  （小中学校はなし） 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ【執行部より補足として下記事情を報告しておきます】 

自治会執行部より、9月に続いて 10月も組長会開催を中止して回覧板配布にした理由 

今後の主な自治会活動の展開のための検討方針の意見交換について  
 

令和 2 年度 10 月は、組長会予定日前日 10月 24 日の午前、午後に、都市計画課、緑地事業課の都

市計画削除検討区域向け説明会、オアシスの森づくりに関する説明会が予定されています。 

おそらく当日の説明会には多くの組長各位も出席されると思われます。 
 

また自治会執行部としては、別途 9 月 27日に行われた「今後のまちづくり」に関する自治会主催

勉強会の内容報告を配布して皆様に理解していただき、またそれに今回の市当局の説明内容とも

あわせて 11月以降の組長会（及びその他の区域別検討会）で今後の進め方等を詳細に議論したい

と思います。 
 

ただ、10 月の組長会には間にあいませんので、現在では、主として事務的な一般のお知らせ以外

には、組長各位にお諮りする議題もありませんし、コロナ感染の脅威も完全には収束していないこ

ともあって、9月に引き続き 10 月の組長会も中止します。 

以上の事情により、下記事項を自治会の皆様に至急回覧板にてお知らせすることにしました。 

① 9 月 27日の自治会主催勉強会の資料等の報告とその内容に関する記録（メモ）等 

② 自治会・委員からのお知らせ （白龍社神社祭礼のお知らせ）（今年度小学校資源回収中止） 

③ 学区その他からのお知らせ  

 

（代わりに今後の課題や自治会で取り組む事項整理のため組長会予定日時 10 月 25日（日）10時

～11 時 30分に拡大役員会 を開催します。別途委員各位に参加を依頼しますが、組長各位のなか

で参加を希望される方は会長に連絡ください）              

●11 月以降の組長会予定（原則は第 4 日曜日） 11 月 22 日 1 月 24 日 2 月 28 日 

 3 月 28 日 いずれも 10 時～11 時 30 分 12 月は休みです。 

（コロナ情勢で変更もあります） 

 


