
桔梗が丘 自治連合協議会

議理 事 会 事 録 (第4回 )

場  所 桔梗が丘公民館 ・202号 室

日 時
平成 23年 8月 27日 (■)

9:30～ 11 00

出 席 者

出席者 ・辻森、大lH、梅本、河合、上国、小幡、阪本、野邊、廣岡、吉野、加納、

森永、山中、松村、日合監事、谷川地域担当員、中森地域担当員。

欠席者 高槻、41原、東監事。

議事

1 決議事項

(1)議 事録署名人

2 報告事項

(1)各 委員会 部

会報告

大垣副会長 (総務委員長)が 司会をつとめ会議が始まった。

辻森会長から、年間の最大行事である 「桔梗が丘夏まつ りJが 無事終了した。

準備 とまつ りの運営に携わって頂いた皆さんの努力に感謝すると挨拶があっ

た。

引き続き、・I森会長が議長となり、議事の審議に入つた。

本会議の議事録署名人に小幡正廣氏、廣岡貞之氏の2氏 を指名することに決 し

た。

く総務委員会>

大垣副会長 (総務委員長)か ら、 10月 2日 (日)「福祉先進国の福祉内容に関

する講演会Jを 公民館 大会議室で開催する。 9月 の回覧で各地区に告知をする

ことにしていると、報告があつた。理事の皆さんも是非ご出席いただきたいと要

請があった。

く企画運営委員会>

阪本企画運営委員会長から、地域ビジョンの策定委員会を毎週開催し、作業を

進めている。本国の会議に最終案を提出することは出来なかつたが、基本計画の

部分は決定し、細部の項目について最終の具体的施策のまとめに入つていると報

告があった。

最終の細部項目のまとめ作業にあたつては、各委員会 部会にご意見をお願い

することもあるのでご協力頂きたいと述べた。

引き続き、今後の予定について、9月末に最終案を決定し、 11月 に臨時評議

員総会を開催する方lnlで行くことが了承された。

く広報委員会>

野邊広報委員長から、10月 第 2週発行の、「広報なばりJに 掲載されることに

なつている当協議会の紹介記事の内容について、別添資料に基き報告があった。

取り上げる内容は、教育文化部会が 15年 に亘り地域の青少年健全育成のため
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の一環として実施している 「青少年が語るこころの思い発表会」で、その案文は

資料に記載のとおり。

9月 4日 に 「ききょう通信Jの 編集会議を開催し、今後の予定を検.Nlすること

になっているが、来春の第50号 の記念誌発行に向けて、皆さんのご協力をお願

いすると述べた。

く健康推進部会>

高槻健康推進部会長欠席のため、山中事務局長から概ね次のような報告があっ

た 。

敬老の日の行事 ・昨年同様に長寿記念『1は9月 11日 (日)に 近鉄百貨店か

ら各ブロック長宅に届けられる。お祝い品は9月 17日 (11)午前 10時 公民

館に届く。これを各自治会 (区)長 が引き取つて、地区の民生委員の協力を得

て該当者に配付することになっている。

桔梗が丘げんき通信 ・・別添資料のとおり、9月 に第 2号 が地区回覧される。

記載されている10月 1日 (土)の 喘 梗健康講座 大腸がんを知るJ、 11

月 20日 (日)実 施の 「集団がん検診J、「秋季ベルフラワー教室J参 カロ者募集

は、それぞれ別チラシで1,告知されることになっている。

く住民交流部会>

廣同住民交流部会長から、去る8月 20日 (土)に 開催された本年度の 「桔梗

が丘夏まつりJの 結果について、昨日の部会反省会での意見も含めて、男1添資料

に基き概ね次のような報告があつた。

本年度の夏まつりは大変蒸し暑い中、又雨の中を自治連合会、協議会評議員、

各委員会 部会の皆さんのご協力を頂き、準備から翌日の後片付けまで、無事に

終えることが出来た事に対 し、深くお礼を中し上げる。

本年度は悪天候にも関わらず、多くの住民の皆さんが参カロされた。約 8, 00

0人 位の来場者があり、盛況のうちに終えたと考えている.

部会反省会で出された項目は資料に記載されているが、後ほど皆さんのご意見

も頂きたいと述べた。

部会での反省,点と次年度に向けての意見.

実施の有無について、広報T等 を使つて地域内に徹底した方が良かった。

・場所は商店街で問題ない。

ア トラクションも良かった。

名張桔梗丘高校の吹奏楽部のパ レー ドがrl天のため中止になつたのは残念。

模擬店利用券は徐々に浸透 しつつある。昨日現在 1, 166枚 、金額は 34

9, 800円 で昨年より増加。 (昨年 1, 350枚  270, 100円 )

・来場者は約 8, 000人 位あつたと考えている。

出席者からは概ね次のような意見が出された。

・模擬店利用券の引換を一人当たり5枚 に制限したが3枚 位が適当ではないか。

・出店者及びスタッフの引換は別途方法を考えてはどうか。



・夏まつりのチラシの配付は全戸に渡るように工夫が欲しい。(連合会に伝える)

スタッフの弁当引換券は良かつた。

駐車場の案内立看板を設置した方が良い。(次年度から実施)

通行許可証を利用する車は中京銀行の信号手前の道路を利用してもらう。

会場の照明は1番町側の方が (中間から丼上不動産まで)暗 いので次年度は

工夫する。

緊急の事故 (怪我、病気)に 備える連絡体制と、救護所(班)を設置するべき

ではないめ、 (担架、A E,D、 毛布、救急箱等)

今回の事故 (病人)の 対応は適切で良かった。

・本部席と放送席 ・舞台を1箇所にした方良い。(緊急時に即対応が出来る。人

の流れがスムースになる。)

駐車場係は警備会社に委託した方が良い。要員を他部門に回せる。

・次年度の来賓名簿に 「桔梗が丘保育園Jを 加えることにする。

模擬店の出店者に、ごみの処理方について説明会で徹底する。

く教育文化部会>

竹原教育文化部会長欠席のため、山中事務局長から別添資料に基き概ね次のよ

うな報告があった。

・7月 開催の 「桔"ず セミナーJに ついて、参加者の合計は607人 (各コー

ス別の参カロ者は資料記載のとおり)で あつた。この内、太鼓 ・ソーランが夏ま

つりに参力Лし成果を披露した。

夏まつりに模擬店を出店した。内容は 「まめまめまつりJと 「飴のつかみど

りJで 好評でした。

く生活安全部会>

吉野生活安全部会長から、部会活動について別添資料に基き概ね次のような報

告があった。

夏まつりについては、先程報告したので省略する。

9月 4日 (日)に 開催予定の 「平成 23年 度二重県総合防災訓練」に参カロす

る予定になつているが、当協議会が担当する作業要領について、詳細に亘り説

明があつた。

7月 も青色回転灯装着車両による防犯パ トロールを2回実施。15日 はお盆、

20日 は夏まつりで休上。巡回の結果は、いずれの回も異常はなかった。

く快適環境部会>

加納快適環境部会長から、部会活動について概ね次のような報告があつた。

9月 10日 (■)か らゴーヤの栽培の様子の写真展を予定している。皆さんも

各家庭で栽培された様子を足非出展していただきたい。様式 ・サイズは自由です。

一方、アンケー トの回収も始めているので皆さんのご協力をお願いすると述ベ

た。
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3 その他

(1)協 議会会計

公民館会計報告

(2)そ の他の報告

く地域福祉部会>

梅本副会長 (地域福れ[部会長)か らの報告は無かつた。

松村会計担当理事 (事務局次長)か ら、平成 23年 7月末現在の協議会会計及

び公民館会計の収支累計について、別添資料に基き概ね次のような報告があった。

協議会会計の収入は会費 1, 000, 000円 を計上、予算額と同額。

支出の部は総務費 :l・犯防災費 200, 000円 (消防分団桔梗が丘班への助

成金。)備品購入費:防犯ベス ト購入費924,840円 を支出。教育文化費は桔'

ずセミナー費用、快適環境費はゴーヤイベントの費用、地域福祉費はいきいきサ

ロンヘの助成金をそれぞれ記載の金額を支出した。

公民館会計については、収入の使用本Hこ協議会からのコピー機使用料を計上し

た。

支出の部は、毎月恒例の支出 (人件費、管理費)以 外に、運営費から公民館各

主催講座の講師料を報償費として 175, 000円 を支出した。事業費として公

民館夏期講座及び協議会1央適環境部会との協働事業のゴーヤイベントの費用を合

わせて400, 968円 を支出した。

森永公民館長から、夏期大学の登録者は合計 141名 。詳細については次回の

II事会で報告する旨、述べた。

山中事務局長から、特定非営利活動法人 なばりNPOセ ンター主催の 「個人

情報の保護を学ぶ講座Jが 9月 11日 (日)及 び 12月 11日 (日)開 催される

ので、ご希望の方は参加されるよう案内があった。(詳細は資料参照)

辻森会長から、次の4項 目の報告があつた。

①名張市が作成する新しい 「ハザー ドマップJに 、各地区●・希望する避難所と

して次の4筒 所を追加記載するように要望を出した。結梗が丘幼稚園 (1番

口r)、三角公園(2番町)、二番町集会所(3番町)、 6号 公園 (4香 町)。

②宝くじ助成金に協議会から、自主防災組織育成助成事業に応募することにし

た。 中詰品の内容は、発電機 3台 、 リヤカー8台 、投光器 5台 、ヘルメット

30個 、給水タンク3台 、仮設 トイレ2台。

③平成 23年 度 「みえの防災大賞Jに 8番 町 1区の自主防災隊を推薦したいと

考えている。

④第41回 名張社会福祉大会 (主催 :名張市社会福祉協議会)に おける被表彰

者(感謝 個人)として、 3番 町の原俊彦氏を推薦した。次年度からは幅広く推

薦をいただきたいと考えているので、各委員会、部会の皆さんは日頃から地域

の皆さんの活動について気配りをしていただきたい。

以上で議事は終了した。



次回、理事会は、平成 23年 9月 24日 (土)

時  間 午前 9時 30分

場  所 桔梗が丘公民館 202号 室

議事録署名人
｀
)二

｀

「稀_ミ /)登 【理)｀

副l会長 副会長 総務委員長 書 記

⑬ ⑥ θ


