10 周年記念用再編集(平成 22 年 6 月）

Kleines

Service

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

クライネスサービスの生い立ちと歩み
【名称由来】ドイツ語（Kleines－ちょっとした）と英語（Service－お手伝い）の合成語

【設立趣旨】

防犯、環境美化、福祉で安心・安全の街づくり

◎ユーカリが丘地域の情勢と課題

◎ユーカリが丘地区自治会の現状

１．商店街・娯楽施設整備など街の発展
２．犯罪・事故が年々増加
３．環境美化・マナーなど啓蒙活動の必要性

１．役員は毎年輪番で交代
２．まつりなどの計画行事の実施が中心
３．年度をまたがる継続的な活動は困難

◎クライネスサービスを設立
自治会役員 OB が中心となり、安心・安全
の街づくりのため、防犯、環境美化、福祉活
動を行うボランティア団体を立ち上げた。
ユーカリが丘駅前

ユーカリまつり

【設立年月日】平成１２年６月１８日 （設立総会-出席９７名、来賓１５名
【特定非営利活動法人（ＮＰＯ）】平成１６年９月９日成立

計１１２名）

【設立準備活動】概要抜粋
・11/06/26 第１回設立準備委員会開催（名称を「クライネスサービス」に決定）
・11/11/14～12/15 ユーカリが丘・宮ノ台自治会協議会、佐倉警察(ユーカリが丘交番)および
佐倉市長・関係課への趣旨説明及び協力要請
・11/12/18 第９回設立準備委員会（趣意書作成を検討、ユニホーム・
ロゴマーク検討着手）

・12/01/10 & 1/30 地区商店会連合会と社協への趣旨説明及び協力要請
・12/04/16 設立発起人会（発起人総数74名 出席50名 予算案など決定）
・12/06/18 設立総会（会長に坪松康隆氏選出。提出議案満場一致可決）

ＮＰＯ法人創立総会

【設立後の歩み】概要抜粋
◎平成１２年度活動概要・2000 年
・理事会：５回 ・三役会議：3 回 ・防犯活動：652 名 ・環境美化活動：75 名
・12/06/26 千葉テレビ「ゆうまるJUST」17:30 スタジオ出演生放送
・12/07/09

正会員研修を実施（パトロール方法、参加希望日の把握など）

・12/08/19
・12/12/16
・13/01/01

地区商連の要請によりＴＶ対戦「ドミノ倒し」警備を実施。
「環境美化の日」スタート （月１回の清掃活動 写真：右）
広報誌創刊号発行 （他に会員向け会報２回発行）
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◎平成１３年度活動概要・2001 年
・理事会：６回・三役会議：３回・防犯活動：722 名・環境美化活動：160 名
・13/05/12 第２回定期総会
・13/06/08 車両によるテストパトロールを実施
・13/07/08 佐倉市防犯研修会において活動事例発表
・13/10/07 ユーカリフェスタ2001大盛況 警備に63名の大動員
・13/11/01「地域安全千葉県県民大会」受賞
・14/03/02 親睦旅行「東海村原子力発電所」
ユーカリフェスタで警備担当
・14/03/25 第１回親睦ゴルフ大会
・14/03/30

警察庁「地域安全パイロット事業」
委嘱状受領
佐倉警察署において委嘱状受領→

◎平成１４年度活動概要・2002 年
・理事会：６回・三役会議：３回 ・防犯活動 670 名・環境美化活動：123 名
・14/05/11 第３回定期総会
・14/06/09 パソコンを購入（事務の効率化）
・14/07/07 佐倉市防犯研修会に活動報告
・14/08/04 地区社協ボランティア懇談会
・14/08/24 井野中、小竹小、青菅小ＰＴＡ役員と合同パトロール
・14/12/13 佐倉警察署警察官と合同パトロール
佐倉警察署と合同パトロール
・15/02/13 さくら防犯ネットワーク設立総会
・15/03/24 第１回ユーカリが丘駅前花一杯運動実施

◎平成１５年度活動概要・2003 年
・理事会：６回 ・三役会議：１回 ・防犯活動：754 名 ・環境美化活動：180 名
・15/05/17 第４回定期総会
・15/07/26 防犯フェア開催（県警音楽隊演奏、防犯啓蒙パネル、
防犯グッズ紹介など駅前ひまわり広場で開催）

・15/07/30

千葉県警主催防犯パトロール隊情報交換会

・15/11/12 さくら防犯パトロール第１回指導者研修会参加
・16/01/13 デイパトロールスタート
・16/02/10
・16/04/18

井野中、小竹小、青菅小ＰＴＡ役員との懇談
ユーカリが丘地区各種団体役員懇談会
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防犯フェアを駅前で開催
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◎平成１６年度活動概要・2004 年
・理事会：３回 ・三役会議：15 回 ・防犯活動：1037 名 ・環境美化活動：199 名
・16/05/15 第５回定期総会
・16/05/15 特別非営利活動団体（NPO）クライネスサービス設立総会
・16/05/18 日本経済新聞全国版にクライネスサービスが掲載
・16/07/09 事務所を移転（佐倉市宮ノ台３－２－２）
・16/08/28 地区社協「子供体験ボランティア」清掃活動共催
・16/09/09 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）クライネスサービス成立
・16/12/08
・17/02/03
・17/03/23

パトロール用車両購入（写真：右）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）記念レセプション
千葉県公安委員会より「地域防犯情報センター」
の認可を受ける

◎平成１７年度活動概要・2005 年
・理事会：5 回 ・三役会議：12 回 ・防犯活動：972 名
・17/05/21 第 6 回定期総会（会長に岡野重秋氏選出）

大活躍の青色回転灯パト車

・環境美化活動：428 名

環境美化活動、月 1 回から 2 回に
さくら防犯パトロールネットワーク総会
（坪松顧問を会長に再選）
・17/07/30 & 31 「ユーカリまつり」警備
・17/08/25 自主防犯グループとの情報交換会開催
・17/10/06 全国防犯協会連合会・警察庁主催「全国地域安全運動
中央大会」にて「功労ボランティア団体」として受賞（写真上）
・17/11/29 佐倉市社会福祉協議会より活動実績に対する表彰受賞
・18/02/01 事務局より「ニュースレター」発刊
・17/07/09
・17/07/30

明治記念館で開催
された表彰式に出
席の（左から）
岩井副会長
岡野会長
薄事務局長

H22/5/31 発行の第 77 号→

◎平成１８年度活動概要・2006 年
・理事会：5 回 ・三役会議：11 回 ・防犯活動：987 名
・18/05/21 第７回定期総会
・18/05/23 テレビ朝日取材
・18/08/03 朝日新聞取材
・18/09/16 日医大北総病院災害訓練参加（６名参加）

・境美化活動：466 名

・18/10/03

岡野会長防犯特別功労賞受賞
（地域ボランティア県民大会）
・18/12/04 歳末助け合い募金活動（ユーカリが丘駅前１０名参加）
・19/02/02 佐倉警察署より感謝状受賞
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赤い羽根募金に協力
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◎平成１９年度活動概要・2007 年
・理事会：5 回 ・三役会議：11 回 ・防犯活動：988 名 ・環境美化活動：550 名
・19/05/20 第８回定期総会
・19/10/05 第１回ユーカリが丘地区福祉教育推進連絡会議
・19/10/30 佐倉市民花火大会警備（１３名参加）
・19/12/08 ユーカリが丘１丁目防災訓練時町内パトロール
・19/12/10 年末年始特別警戒出動式（佐倉警察署）
・20/01/26 第１回「仲間と歩こう会」（地域住民との交流を目的として） 「歩こう会」で手旗を
持ち先導する岡野会長
平成 22 年 6 月現在で通算 25 回実施（参加者累計 526 名）

◎平成２０年度活動概要・2008 年
・理事会：5 回 ・三役会議：11 回 ・防犯活動：1031 名・環境美化活動：437 名
・20/05/18 第９回定期総会
「
植ク
リ
・20/09/20 「功労ボランティア団体」として受賞
栽ー
」
でン
（全国防犯協会連合会・警察庁）
大
・20/11/08
・20/11/18

地域活動体験研修「出会いフォーラム」参加
千葉県防犯サミット中央大会
（岡野会長パネラーとして参加）
・20/11/29 千葉県主催「認知症メモリーウオーク in 千葉」警備
・21/03/22 社協主催「クリーン大作戦」に参加

参
加作
戦
に
「
ゴ
ミ
拾
い
」

◎平成２１年度活動概要・2009 年
・理事会：6 回 ・三役会議：11 回 ・防犯活動：1042 名・環境美化活動：509 名
・21/05/17 第１０回定期総会
・21/08/23 自主防犯団体「合同パトロール」（１６団体、１２７名参加）
・21/12/01 小型青色灯パトロール車購入、２台体制に
・21/12/03 千葉県警本部での研修（通信司令室、
日本財団から
の寄付金で購
交通管制センター見学 ２９名参加）
入したミニパト
ロール車→
・21/12/12 不審者侵入対策訓練に参加
（佐倉警察署主催、志津小学校）
・22/03/15 事故防止対策会議開催（振込め詐欺、高齢者交通事故防止のチラシ作成）

■事務所
E-mail ：

（住 所） 佐倉市宮ノ台３－２－２
npo-kleines-463@catv296.ne.jp
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（TEL/FAX） ０４３－４６３－１３３７
（事務局） 平日月～金 13:00～17:00

