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　　平成23年9月に豊四季町会「会員名簿」を更新発行以来、ほぼ10年が経過いたしま

　した。この間、本町会参加世帯数は、190世帯増加し1,823世帯となり、新規入会会

　員世帯は302世帯増え、全世帯数に占める割合は16．6％となりました。又、豊四季

　町会は平成27年9月に「地縁団体法人」として認可され、その公共的役割は益々重み

　を増しています。町会の新しい担い手の増加等を踏まえ、会員の皆様への情報提供の

　ツールとして、「豊四季町会のご案内」を発刊することになりました。町会運営・町

　会活動へのご理解、ご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　「豊四季町会のご案内」　目　次

「豊四季町会のご案内」発刊に当たって

　　令和3年 (2021年) 7月吉日

　豊四季町会　



位　　　置 ： 千葉県柏市中央西部

面　　　積 ： 東西　1,200ｍ　南北　1,500ｍ

町会エリア ： 柏市豊四季150番～310番内及び1001番～1006番内の該当地域　

柏市篠籠田1396番～1429番内の該当地域　（下記略図参照）

エリア人口 ： 約　6,400人　

会員世帯数 ： 1,823 世帯（2021年7月現在）

会 員 人 口 ： 約　4,000人　

公 共 機 関 ： 東武野田線豊四季駅　旭町消防署　豊四季駅前交番

教 育 機 関 ： 豊四季中学校　柏市立第三中学校

柏市立第二小学校　柏市立第六小学校　柏市立第七小学校

1組 2組 3組 4組 5組 合計

9 45 37 22 4 117

196 707 546 308 66 1,823

豊四季町会の概要

組・班構成

班　 　数

世  帯  数
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人数

本会を代表し会務を統括する 1名

行政担当　1・2組担当 1名

行政担当　3・4・5組担当 1名

1名

1名

会務全般の企画、運営、総務 1名

会の広報活動、HPの企画運営 1名

会の防災・防犯活動の企画運営 1名

会の会計として、予算の執行・管理 1名

会計・資産監査、役員業務執行監査 2名

組又は班の総括(詳細は組長班長の役割） －

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

役 員 の 種 別 役 員 の 職 務

会　　　　長

副　会　長
公　民　館　長

会　計　担　当

会長を補佐し、会長が事故があるとき又は

会長が欠けたときは、会長があらかじめ指

名した順序によって、その職務を代行する

民生委員・児童委員

健康づくり推進委員

町 会 団 体

寿　  楽 　 会

親 　 子 　 会

ささえあい豊四季

そ　の　他

　町会運営委員会の構成員として助言・

　提言を行い議決に参加する

組長・班長 （任期は1年）

広報・H P担当

防災・防犯担当

会　計　担　当

業務・会計監査

理　　　事

総　務　担　当

監        事

豊四季町会役員等の構成と職務　
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行　　事 会　　場 行　事　内　容

4月 第1日曜日 総会・新役員会 豊四季町会公民館 新組長・班長、町会員による総会です

5月 最終日曜日 ゴミゼロ運動 豊四季町会公民館 柏市全市一斉の清掃活動です

6月/11月 随時 バスハイク
ミステリー

(毎年度変わります）

親子会・親子会OBが中心となり

日帰り旅行を実施します（春又は秋）

7月 第3土・日曜日 納涼盆踊り大会 豊四季運動広場 豊四季町会最大のイベントです

9月 第3土曜日 防災訓練 豊四季町会公民館 災害に備えて防災訓練を実施します

10月 第3日曜日
新富地域

ふれあい運動会
柏第2小学校 新富地域８町会による対抗運動会です

11月 第2土・日曜日
新富地域ふるさと協議会

新富フェスタ（文化祭）
新富近隣センター 新富地域８町会による文化祭です

12月 最終日曜日 歳末パトロール 豊四季町会公民館
年末年始の防災に向けたパトロールです

親子会も参加、餅つき大会も実施します

2月 第3土曜日 防犯防災講習会 豊四季町会公民館 講師（消防署・警察署他)による防災講習です

3月 最終日曜日 期末報告役員会 豊四季町会公民館 当該年度の総括を行います

　　備考：実施月日は年度により異なります。　町会員どなたでもご参加いただけます。

行　　事 会　　場 行　事　内　容

運営委員会 豊四季町会公民館 町会全般に関する業務の審議・議決

運営委員会

（防犯・防災部会）
豊四季町会公民館 主に防犯・防災に関する業務の審議・議決

防犯パトロ－ル 町会内各地域 町会役員・防犯メンバーで実施　町会内巡回

　　備考：運営委員会は町会役員、町会団体代表、民生委員等で構成されています。

年間事業計画

時　期 （実施日）

毎月　第2土曜日

毎月　第4土曜日

偶数月　第4土曜日

《運営委員他による通年行事》

時　期 （実施月）
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   　■ 安心で安全なまちづくり ■ 出会い・ふれあい・助け合い

柏市の取り組み

行政と市民が一体となって、お互いが身体・心のふれあいにより「安心・安全な街づくり」を目指しています。

　→　市内を２1に分割（コミュニティ・エリア）し、各地に「ふるさと協議会」を設置

　　　豊四季町会は「新富地区ふるさと協議会」に所属

　→「地域福祉の推進」を目的に「社会福祉協議会」を設置

　　　豊四季町会は「新富地区社会福祉協議会」に所属

上記目標を達成すべく、町会内に下図４つの「団体」を設置し対応しています。
.

■団体活動詳細 (円/年間/人）

会費 会員数

　毎月　第４木曜日

（年間行事計画あり）

　親子会 　年間行事計画による 1,000 約40名

　サロン豊四季　(注２) 　毎月　第3金曜日 約30名

(注１) 高齢者の日常生活でのお困りごとに対して手助けするボランティア団体です。一緒に活動して戴ける方を募集しています。

(注２) 高齢者を対象に月一度の憩いの場として、茶菓をいただきながらおしゃべりに花を咲かせ、アコーディオンの音色に合わせ

昔懐かしい歌を歌い、簡単な体操をしたりします。サロンは自由参加です。

豊四季町会公民館

豊四季町会公民館

　ささえあい豊四季　(注１)
　役員会毎月１回

　定例会４半期１回
豊四季町会公民館 約30名

団　体　名 活　動　日 場　所 連　絡　先

　寿楽会(老人会） 豊四季町会公民館 1,200 約40名

「コミュニティ」の育成
「ふるさと運動」の推進

「地域福祉」の推進

「コミュニティ活動」

「健康長寿活動」

豊四季町会の団体活動

新富地区ふるさと協議会

新富地区社会福祉協議会

入会を希望される方は、町会ホーム

ページの「お問い合わせ」画面に、必

要事項を入力の上送信するか、町会役

員や、皆様が所属されている組長さん

に直接お問い合わせ頂ければ、会長等

の担当者名と、電話番号をお知らせ致

します。

「支えあい活動」

「見守り活動」

制度ボランティア
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「住み良い街づくり」の課題

「町内会」等を通じた住民相互の親睦・交流によるコミュニティ活動の活性化が必要

「豊四季町会」の対応

会費制のサークル組織を創り、様々な活動を実施。現在下図の５サークルあります。

■サ－クル活動詳細 (円/年間/人）

会費 会員数

　カラオケ同好会 　毎週　　水 6,000 約20名

　健康麻雀クラブ 　毎週　　月 2,000 約20名

　毎週　午前中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月・火・水・木　庚塚緑地公園　　　　　

　毎週　午後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月・火・水・木・金

　豊四季舞踊クラブ 　不定期 都度 約25名

連　絡　先

　豊四季クラブ 毎週　日・火・木 及び祝日 　豊四季運動広場 1,200 約30名
(グラウンドゴルフ同好会)

約25名
旭町ゲートボ－ル場

サ－クル　名 活　動　日 場　所

豊四季町会公民館

豊四季町会公民館

豊四季町会公民館

　豊四季ゲ－トボ－ルクラブ 3,600

豊四季町会のサークル活動

各サークル間でのコラボあり

「専用ゲートボール場」で活動

「柏まつり」や「町内盆踊り大会」に参戦

年間4回の「大会」実施

「プロ用マシン」を使用

「有線放送」で選曲

「五卓用意」

「大会あり」

年間2回の「 研修大会(バスツアー）」

柏市市民大会、ふる協大会に参加

町会から活動費用の助成あり

入会を希望される方は、町会ホーム

ページの「お問い合わせ」画面に、

必要事項を入力の上送信するか、町

会役員や、皆様が所属されている組

長さんに直接お問い合わせ頂ければ、

会長等の担当者名と、電話番号をお

知らせ致します。
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町会や団体・サークルの「年間イベント」の四季毎の実施状況です。

毎年7月の第3土曜日～日曜日に実施されます。
夏の最大のイベントは「納涼盆踊り大会」です。

春の最大のイベントは「豊四季町会総会」と「新役員会」です。

会場は「豊四季町会公民館」です。
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「もちつき大会」は「クリスマス会」と同日に行われます。

秋はイベントが目白押しですが

その一つが「新富地域ふれあい運動会」です。

開催場所は柏市立第二小学校です。

場所は「豊四季町会公民館」です。

新富地域に属する各町会の対抗戦形式
■新富町町会

■つばめ自治会

■富士見町町会

■豊四季町会

■南柏町会

■南柏第一住宅自治会

■吉野町会

■柏市豊上町町会

「バスハイク」は6月または11月開催の町会行事

「親子会・親子会OB会」の協力による

バスを貸切りの「日帰り旅行」で、

場所はミステリー？

大勢の会員が参加されますが、

アルコール持ち込みはダメ！

「プログラム」も盛りだくさんです。

「親子会」が主催の子ども達のイベントで
子ども達が通う、3つの小学校の交流の場で、

開催場所は「豊四季町会公民館」です。

「年間事業計画」外ですが、
次の２イベントを紹介します。

「大会」の名ですが、特に勝負はありません。

大イベントです。
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〇私たちのまち・豊四季町会の発災予測状況を知っておきましょう！

◆これまで幸いにも東日本大震災はじめ大きな

　被害は出ていません。

◆でも、予測ではここ30年以内にマグニチュード

　7.3クラスの大地震の発生する確率が70％と

　なっています。

〇諺から学びましょう！

◆「災害は忘れたころにやってくる！」という諺

　ですが、今は「災害は忘れぬうちからやってく

　る！」に変わってきています。

◆「備えあれば患いなし」のとおり、平素からの

　心構えと備えは必要です。自身のそして家族の

　身を守る（自助）、近隣同士の助け合い(共助）

　のための体制づくりを進めています。

〇豊四季町会の盗難被害状況を知っておきましょう！

◆空き巣や忍込みなどの侵入盗被害の発生はほとんど

　ありません。自転車盗（鍵掛忘れ）の発生が数件あ

　るなど、町会は犯罪の少ないまちと言われています。

◆これは町会の人たちの防犯意識の高さ、各家庭が

　盗難等の被害に遭わないよう十分に注意している

　ことが要因の一つでもあると考えています。

〇防犯パトロールを実施しています！

◆隔月（偶数月）ごとにパトロール隊により町内を巡回して声掛けするなど、

　被害防止の啓発活動を実施しています。

◆防犯パトロール隊へ皆さんのご参加をお待ちしています！

◎このように豊四季町会防災防犯部会では、災害に

　備えての「地域のつながりづくり」や「犯罪のな

　いまちづくり」のための活動を行っています。

　我と思われる方は是非ともご参加よろしくお願いします。

　　　防犯パトロール（隔月）

　防災・防犯部会

防災・防犯部会の活動

～豊四季町会で暮らす人たちを災害や盗難被害から守る活動をしています～

［防災活動］

防災訓練（AED）2020年

安否確認訓練　2021年

［防犯活動］
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豊四季町会年間収支内訳

あなたの町会費はこう使われています

豊四季町会会員専用ページのため、会員以外は閲覧出来ません。
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豊四季町会では独自ドメイン(注)を取得し、ホームページ（以下町会HP）を一般公開しています。

（注）ドメインとはインターネット上の住所を言い、ドメイン会社と契約して独自に取得したもの。

特徴 URLは　https://c-toyoshiki.com/

・全ページに「共通メニュー」を設け、TOPページに戻らなくても異なるページに移動出来ます。

・PC、タブレット、スマホのメーカーや機種に依存しません。（自動的に横長、縦長画面に切り替え）

・解析ツールにより、町会HPの訪問者情報・集客情報・行動・目標達成状況などを把握し、改善に努めています。

・Google検索等の検索エンジンで、上位にランクされる様に対応しています。

・町会HPの訪問者の、身体の状態や能力の違いによらず閲覧出来る様にしています。

町会HPの構成を「画面」で表します。 左 → 右 の順に展開されます。

・TOPICS ・町会の歴史 ・「豊四季」と言う町名の由来

・町会の構成など

・町会の組織を図で紹介

・町会に関連する団体等の関連図も掲載

・市内21のコミュニ ティエリアのマップ

・町会の柏市での位置付け

・９つの新富地区の町会・自治会のマップ

サイド・メニュー

・町会運営に関する各種規則類の説明 ・町会の全体図

・６種類の規約をPDFで表示 ・各組のマップはPDFでも提供

・親子会ほか3団体の活動状況を紹介

・健康麻雀クラブほか４サークルの活動状況を紹介

・親子会ほか3団体、健康麻雀クラブほか4サークルの活動内容・代表者等を紹介

・町会の目的や活動内容、年度別の活動計画を紹介

・Google カレンダーにより月別予定を表示

 ・前後の写真を手動で操作

・町会行事等カテゴリー別(18種類）に表示

・公共施設、医療機関等9カテゴリに分類し、URLを提供（別画面で該当HP表示）

・町会で元気に活躍するホープさんを、個人・団体・年齢等を問わず紹介

・町会に関連する0～12歳までの「子ども達」の元気な様子を紹介

・各種問い合わせ、質問、町会HPの感想などの入力

・問い合わせ等へのお礼

・町会の個人情報保護に関する考え方や、方針に関する宣言

・全ページにフッターとして表示

お問い合わせ お 礼

プライバシー

ポリシー

フォト集 サムネイル スライドショー

リンク集

町会ホープさん

地域の宝

町会団体

活動状況

町会団体・

サークル紹介

町会団体

活動状況

町会サークル

活動状況

町会サークル

活動状況

町会年間計画 今月の予定

組織図

町会構成
柏市

町会マップ

町会規約
新富地区

町会マップ

今月の予定
豊四季町会

組・班マップ

豊四季町会ホームページ

町会HPの構成（画面展開）

トップページ 町会紹介 会長挨拶

町名由来

　新規 1,452

　再訪問 264

合　計 1,716

　千葉県 680

　東京都 207

　神奈川県 100

　埼玉県 76

　大阪府 52

　愛知県 28

　アメリカ 90

　カナダ 53

　中国 35

　韓国 2

　ドイツ 2

令和2年訪問者（人）

ユーザータイプ

国　内

合計 29都道府県

海　外

合計 11ヶ国

　トップページ 9,788

　町会ホープさん 1,432

　フォト集 1,116

　リンク集 1,112

　町会サークル活動状況 1,089

　町会団体活動状況 880

　団体・サークル紹介 879

　町会規約 671

　会長挨拶 584

　サムネイル (ゴルフ) 554

　総閲覧数 24,766

令和2年閲覧上位10ページ
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　PC・タブレット等の横長画面の例

TOP画面

スマホ・タブレット等縦長画面の例

実際の画面の例

リンク集

豊四季町会規約集

地域の宝

町名の由来

　TOP画面 年間計画団体・サークルの紹介

写真をクリックすると、別画面で拡大写真が表示されます

プルダウンメニュー

サイドメニュー

全ページ共通メニュー

TOPページメニュー

TOPページ以外メニュー

ハンバーガーメニュー

クリックすると閉じる

町会ロゴ

クリックすると最下段へ
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町会員ならどなたでもご利用いただけます

所在地は　豊四季268-2番地　

西松屋向い　ホンダ柏豊四季店隣です

ご利用の申し込みは

☎ ７１４４－０３１９（奥山館長）

ご利用料金

町会関連行事（組・班含む）：無料

その他：1回 1,500円（時間、部屋無制限）

設備も充実しています

■ 机　椅子　ホワイトボード

■ カラオケセット　麻雀セット

■ パソコン　プリンター　複合機

■ Wi-Fi 環境も整っています ■ 簡単な煮炊きも可能です

ご利用の際は

■ 豊四季町会ホームページの「町会規約」にある

　「豊四季町会公民館使用規則」をご参照ください

皆の「豊四季町会公民館」

エントランス

集会室

会議室
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各種規約は、豊四季町会ホームページ、「町会規約」からご覧いただけます。

URLは　https://c-toyoshiki.com/

右のQRからもアクセスできます。

豊四季町会規約
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■ 自主防災組織の設立、防災訓練の実施

 安心・安全な町づくり  安否確認活動ほか

■ 防犯灯の管理　　防犯パトロールの実施

　　　防犯灯の電気代は町会費から支払われています

■ 清掃活動、ごみ集積場の管理

　　　新聞・段ボールは町会の財源です。集積場へ

■ 盆踊り、バスハイク、寿楽会、親子会、etc．

　　　普段からのコミュニケーション　お隣との助合い

お問い合わせ先

ホームページ問合せURL ： c-toyoshiki.com/contact.html

又はお近くの組長さん・班長さんへ　（看板を掲示しています）

子供が育つまち、いつまでも元気に暮らせるまちを目指しましょう！

住みよいまちづくりのために

豊四季町会はあなたのご参加・ご加入を待っています！

豊四季町会の代表的活動

防　　　災

防　　　犯

環境美化

親睦・交流


