
平成24年度第6回  桔梗が丘自治連合会 議事録

日 時
「`成 24年 11月 17日 (土)

19:30～ 20:40

所場 桔梗が丘公民館 大会議室

出  席  者

区長 ・自治会長 19名 。(別紙記載)

欠 席 河合、小阪、河嶋、古川、失頭。

自治連合協議会 大垣。

事務局 ・山中、松村.

議事

1 決議事項

(1)議 事録署名人

2 報告事項

(1)新 春 “どんど"

事の実施について

行

上円副1代表幹事が司会を務め、会議が始まった。

jI森代表幹事から、「日増しに寒くなつてきましたが、高齢

者の活動は体に気を配つて行つてください。

我々のボランティア活動は、小さな力の積み重ねによって一

つの力になつていきます。地域の絆を深めるためにも、個々の

力の結集が大切です。各地区に於いても、住民の皆さんの協力

をいただくためのアイディアがあれば、是非ご協力とお知恵を

出していただきたいJと 挨拶があつた。

引き続き、辻森代表幹事が議長となり、審議に入つた。

自治連合協議会規約第46条 2項の規定により、議事録署名

人に中谷昌憲氏、東弘文氏を選任し、承認された。

辻森代表幹事から、住民交流部会が 1月 14日 (月 祝)実

施を予定している “どんど"行 事の準備に協力をいただきたい

旨を述べ、その詳細について次のような報告があつた。

① 実施日時は平成25年 1月 14日 (月・祝)で 、前日

の 13日 (日)に 全ての準備を終える。本年度は第 1

ブロックの5自治会 区の協力をお願いします。

第 1プ ロック各区より男性 5名 が、会場の三角公園で

会場設営、テント張り等の業務。女性の応援は各区3

名が桔梗が丘公民館調理室で豚汁の振る舞いの準備。

時間はいずれも午後 1時から約 2時 間位。

詳細については、 2番 町のどんど保存会と打ち合わせ

をする。

②

③



(2)平 成 24年 度上期

の公民館主催講座の実績

報告

④  本年度の実施要領の細日については、第 1プ ロックで

再度協議していただく。

辻森代表幹事から、「本年度は以上の要領で実施しますが、次

年度以降の応援等について、他の地区の方も含め協議していか

ねばならないと考えています。本年度の実施にあたっても、各

区の住民の皆さんに参加いただくよう、ご協力をお願いしますJ

と述べた。

上国副代表幹事から、参加される方に、“どんど"の 意味を理

角準して、持参される品に留意いただくよう、各区で機会があれ

ば周知いただきたい旨を述べた。

山中事務局長から、「先月20日 、21日 の公民館展開催にあ

たっては、自治連合会の皆さんのご協力のお陰で無事終了しま

した。両日とも天候に恵ま、れ約 3000人 の来館者があり、

大変賑わいました。本当にありがとうございましたJと述べた。

引き続き、平成 24年 度の上期の主催講座の実績について、

別添え資料にもとづき概ね次のような報告があった。

「受講者総数は1089人 、各講座 とも予定通り講座の開講

が出来た。本年度から開設した「郷土の歴史を学ぶ」「写真教室J

の2講座は好評で毎回予定通り受講いただいている。又昨年度

開講の 「農を楽しむ」は参加者が大変熱心に活動をされ、公民

館展での農作物の販売も好評でした。次年度の夏期講座の設定

にあたつては、本年度の結果に鑑み、内容 (受講料、対象者、

講師等)に ついて検討するJと 述べた。

辻森代表幹事から、「協議会の新春の行事は先の “どんど"以

外に、医適環境部会が 1月 6日 (土)バ ー ドウォッチング、住

民交流部会が1月 12日 (上)ハ ッピーニューイヤー ・ききょ

うフェスタ、を開催します」と報告があつた。

・I森代表幹事から、「桔梗が丘公民館の図書室には多くの寄贈

蔵書が保管されているが、専門的分野のものが多く、名張図書

館等に寄贈を申し出たが断られた。そこで12月 の回覧で地域

の方の中で希望者に引き取つていただく旨の告知をしたいと思

つている。その狙いは、現在の図書室の有効利用をしたいため

ですJと 述べ、了承された。

3 その他

(1)公 民館 ・図書室の

蔵書について



(2)名 張市都市計画区

域及び都市計画制度の概

要について (資料配布)

辻森代表幹事から、この度、名張市都市計画室では今後の 「名

張市都市計画区域及び都市計画制度の概要Jま とめた。今後、

各地域 地区に対して開催予定の説明会を通じて、詳細が明ら

かになるので、事前資料として本 日配布をした旨を述べた。

辻森代表幹事から、「11月 3日 (土)二 重県教育委員会をll・

いて開催した 「名張市内 2県 立高校の統合問題J説 明会の資料

を本 日配布 した。まだまだ不確定な要素が多いが、見守ってい

かねばならないと思う。当桔梗が丘地域としては、この地域に

高校を残 して欲しいとの要望はした。 11月 20日 (火)に

般向けの説明会が名張市防災センターで開催されるので、ご希

望の方は出席されたい」と述べた。

自治連合協議会 ・大垣畠1会長から、 11月 10日 (土)に 実

施 した 「ふれあい茶房J開 設に向けた研修会の内容について概

ね次のように報告があった.

・ 参加者 14名 (内、チームメンバーが 5名 参力「。)

・ 研修先はみつや交流亭 (大阪市淀川区三津屋)と 、ひがし

まち街角広場 (豊中市新千里東町)の 2箇 所。

・ みつや交流亭は大阪市職員組合が中心となり、地域のミニ

コミ誌編集長、地元商店街振興会等が集まって立ち上げた

NPO法 人です。活動は毎 日カフェをオープンして、地元

の人が気軽に立ち寄れる広場としている。

商店街の協力があり賃貸料が格安。

ひがしまち街角広場は新千里ニュータウンにある。立ち上

げの経緯は我々とは少し異質でした。一人の中心人物を周

りが支えている形で、ボランティアを中心に運営されてい

る。飲み物は何でも一杯 100円 をお気持料として払 う。

今回、チームメンバーが 5名 参力,いただいたのは、意義あ

ることでした。

次回の “まちづくりのための講演会"は 、公民館 と協働で

来年の 2月 末か 3月 初め、四日市大学の岩崎教授を招き開

催する予定です。その節にはよろしくご協力下さい。

出席者から、ふれあい茶房の公民館の場所の選定について意

見があつた。

(3)名 張市内 2県 立高

校 の統合 問題 について

(資料配布)

(4)そ の他

研修会の報告

(まちづ くりのための

研修会)



(連絡事項)

大垣副会長から、「委員会で検討する。将来的には商店街の空

き店舗利用が理想と考えている。今回スター トする “ほつとま

ち"構 想の2事業について、具体的な検討はこれから始めるこ

とになっている。本格的スター トは平成 25年 度からです。

今回の2箇所の研修先に共通していたのは、誰でも気軽に集

える場所が必要との気持ちが現れていたJと 述べた。

辻森代表幹事から、これらの事業はまだまだこれから検討す

る課題が多いが、チームメンバー、サポーターの方々を中心に

推進していくことになるが、地域ビジョンは10年 計画という

長期に亘る事業展開でもあり、今後もつともつと住民の皆さん

の参加と、自治会長 ・区長さん方の協力が不可欠ですので、よ

ろしくお願いしますJと 述べた。

辻森代表幹事からの連絡事項 3点

1 12月 16日 (日)実 施の衆議院選挙の立会人の推薦を

お願いします。

2 地域福祉研修会が、来年 1月 12日 (土)神 戸市で開催

される。名張市から参加案内があつたので、地域福祉部会と

健康推進部会から1名づつ参カロを予定しています。

3 12月 23日 (日)の 桔梗グリークラブのクリスマスコ

ンサー トのポスターの掲示をお願いします。

8番 町 1区の橋本区長から、判戎24年 度の 「みえ防災大賞J

に応募したが、残念ながら選外となつたと報告があった。

以上で会議は終了した。

議

議事録署名人

議事録署名人

次回開催 平成 25年 1月 19日 (士)19:30

桔梗が丘公民館 大会議室
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