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平成２４年１０月度役員会・班長会 

議事報告 

開催日：平成２４年１０月１８日（木）  

１．	 長崎市広報報告  
（１） 平成２４年度ながさき自治振興推進大会の開催（ご案内）  
①日時 平成２４年１１月１０日（土）１３：３０～１５：２０ 受付１２：３０～ 
②場所 長崎市公会堂 
  １）開会 
  ２）感謝状贈呈式 
    ＊永年在職自治会長の皆様 関係受賞者 
      ２５年 片淵４・５丁目（１）､１５年 ﾎﾞﾝﾇｰﾙ長崎（１）､１０年 片淵３丁目（１） 
    ＊永年在職自治会役員 
      ボンヌール長崎自治会（会計担当）    西山１丁目自治会（１） 
      片淵４・５丁目自治会（１） 
    ＊保健環境美化功労者 
      片淵３丁目自治会（１） 
３）活動紹介ＤＶＤ「ちいきふれあいだより」上映会 
・草刈隊 ガーデンさるく（ダイヤランド第三自治会） 
・こえばる朝市（小江原第二自治会） 
・放課後子ども教室（高城台小コミュニティスクール） 

４）閉会 

（２） 原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念市民大行進への参加（お願い）  
	 	  ①日   時  １０月２７日 午前１０時  
 ②集合場所  平和公園平和祈念像前 

   ③コ ー ス  ◇国道コース 約３５分  ◇天主堂コース 約３５分 
   ④参加自由  無料 

（３） 第７回市民防災リーダーの養成講習（お知らせ）  
	 	  ①日  時  １日目：平成２４年１１月１８日（日） ２日目：１２月２日（日） ９時～１７時 

②定  員  ５０名（応募者多数の場合は次年度に案内） 
   ③場  所  長崎市消防局講堂（中央消防署５階）ほか 
   ④受講料  無料 
   ⑤受講対象者  ・将来、地域や自治会で防災の推進役として活躍して頂ける方 
              ・地域、自治会長、自主防災組織から推薦を受けた方 
   ⑥申込み期日  平成２４年１０月３１日（水） 
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（４） 「長崎市リサイクル推進員施設見学会」の開催（ご案内）  
①見学日時 １１月２２日(木) １１月２３日(祝・金) １１月２９日(木) (募集人数各７０人) 
②集合・解散場所 市民会館横（１２時５５分集合 １３時１０分出発 １７時３０頃到着） 
③見学場所 三重クリーンランド内埋立処分場及びリサイクルプラザ 

（５） 「男性介護教室」の実施に伴うちらしの回覧（回覧参照）  
 

２．上長崎地区自治会協議会報告  

（１）保環連について 
①「地域における見守り・支えあい活動研修会」（報告） 
 １）日     時  平成２４年１０月１５日（月）１４：００～１５：２０ 
 ２）場     所  長崎市役所本館５階大会議室 
 ３）参加対象者  常任理事及び自治会役員 
４）講     演   「深堀地区におけるささえあいネットワークの構築と実際の活動」  

講 師  深堀地区連合自治会長   西 清氏 
②ヘルシーウォーキングの実施（お知らせ） 
 １）日時 平成２４年１１月５日（月）９：３０～１５：１５ 
 ２）集合時間・場所 ９：２０ 長崎市議会横 
 ３）参加対象者 常任理事 無料 
 ４）コース 出津文化村コース（外海町） 

（２）防犯協会について 
①防犯連絡所長研修会の開催（ご案内） 
 １）日時 平成２４年１０月２２日（月） １４：００～１５：３０ 
 ２）場所 長崎県勤労福祉会館２階講堂 
 ３）出席者 ３名（自治会長、管理人、１階店舗店長） 
 ４）会次第 ア．会長挨拶  

イ．犯罪情勢について 
        ウ．防犯連絡所長の地域における役割等  

エ．防犯ビデオの上映 
②平成２４年度地域安全・暴力追放運動「安全・安心まちづくり」長崎県大会（報告） 
 １）日 時 平成２４年１０月１２日（金）１３：１０ 青パト広報隊出動式１３：３０～本大会 
 ２）場 所 諫早文化会館  
 ３）希望者 役員 
 ４）表彰（防犯功労・防犯ポスター） 
 ５）振り込め詐欺対応要領寸劇 
③生活安全ニュース（秋号）回覧（回覧参照） 
④防犯にしやま８月号、１０月号回覧（回覧参照） 

（３）社協について 
社協・民生委員、包括支援センター打合せを実施しました。 

（４）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）・・・特にありません。 
（５）安全ネット（上長崎小学校区子供を守るネットワーク）  

（報告） 同伴下校日 １０月１１日（木）１４：４０ 
当番自治会  片淵２丁目西部、フォレスト西山、片淵４・５丁目、西山１丁目 
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（６）神社関係（長崎くんち神輿守り関係）（報告、お知らせ） 
①第２回神輿守委員会開催   ９月２３日（日）１９：００ 片淵４・５丁目公民館（指示）  
②神輿守三役会            ９月２８日（金）１９：３０ 片淵３丁目公民館  

１０月９日神輿上り終了場所の件 
③神輿守町清祓い         １０月 １日（土）１０：００ 諏訪神社  
④第４回神輿守常任委員会  １０月 ３日（日）１９：００ 片淵３丁目公民館 最終確認 
⑤発御(お下り出発)         １０月 ７日（日）１３：００  
⑥御還幸(お上り出発)       １０月 ９日(火) １３：００ 
⑦平成２４年神輿守町反省会 １０月１４日（日）１８：００ むつ五郎 ・会計報告等 
⑧神輿守常任委員会      １０月２０日（土）１９：００ 片淵４・５丁目公民館 
⑨神輿守慰労会         １０月２８日（日）１８：００ 紅葉亭  

（７）消防団（第７分団）（報告）  
   長崎市消防団中央地区ポンプ操法大会  ９月９日（日） 
（８）上長崎小学校関係  
①１７７号せんだん発行（回覧参照） 
②第１６回「あそびのつどい」開催（ご案内） 
  日時 平成２４年１０月２０日（土）１０：００～正午（ポスター参照） 
  場所 上長崎小学校新校舎（特別教室、廊下など） 
③出品  きみの記録は？（キックターゲット） 片淵４・５丁目 ボンヌール長崎 

（９）片淵中学校関係（報告）  
 片淵中学校合唱コンクール  ９月２８日 １４：５０～１５：５０  本校体育館  

（１０）地区連合会青年部について 
婦人部連合会立ち上げの件 各自治会から代表者が３名程度出席する（年令不問） 

（１１）上長崎地区他の自治会活動（報告、ご案内）  
①上長崎地区自治会協議会：長崎大学へ経済学部内施設利用等に関して申し入れ  
１０月１０日（水）、経済学部長 岡田裕正氏以下関係者３名が対応。 
 ア、施設の利用は申請して使用。 イ、年１回は地域と協議する機会を持つ。 

    ②西山フォレスト自治会ふれあい祭り  １１月３日（土） 
（１２）済生会長崎病院について 

「第２回済生会長崎病院いきいき健康フェア」（ポスター回覧参照） 
（１３）上長崎地区ふれあいセンターについて 
   ①上長崎地区ふれあいセンター運営委員会役員会の開催（報告） 
     １）日時 平成２４年９月２５日（火）１９：００～２０：３０ 
     ２）場所 桜馬場地区ふれあいセンター第２研修室（３階） 
     ３）議題 ◇ふれあいセンターの休所日・開所時間について 
           ◇事務局長兼所長の人選について ◇筆頭副会長について 
           ◇事業計画等について         ◇その他 
   ②上長崎地区ふれあいセンター運営委員会の開催（ご案内） 

１）日時 平成２４年１０月２３日（火）１９：００～２０：３０（予定） 
２）場所 桜馬場地区ふれあいセンター第１研修室（３階） 
３）議題 ◇ふれあいセンターの休所日・開所時間について ◇事業計画等について 
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３．ボンヌール長崎自治会各部報告  

（1）厚 生部 ・安全パトロール：（報告）  
①違反広告巡回  ９月２５日  ８：４５（自治会長）、４・５丁目（２）  
②敬老祝賀について  
敬老の対象者５６名  祝賀会出席２４名  
会場飾り付けと当日運営を児童部が担当し、当日は準備を厚生部担当

班長さんはじめ１４名の応援で楽しく無事に終わりました。  
（２）環 境部 ・リサイクル：  
リサイクル推進委員より：丈が１ｍを超えるものは回収できません。  

   ①資源ゴミのペットボトルのシールは必ずはがしてください。  
   ②燃えるゴミで籐製の家具が出されていましたが、分解して出してください。  
   ③９ / ２（日）大掃除報告 参加  ３９、負担金納入７６  お疲れ様でした。  
   ④「蟻」の調査結果は別紙で報告します。  
（３）婦 人部 ・・ ・特にありません  
（４）あつまろう会  
県民講座「悪質商法にだまされない賢い消費者になるために」を受けます。  

受講日時 １０月２７日 (土 )１４時～１６時  Ｒ階集会室  
（５）児 童部  

（報   告 ）  廃品回収を２回行いました。ご協力ありがとうございました。  
９月１５日（土）８：３０より、１０月１３日（土）８：００より  

（お知らせ）① 地区長主催「あそびのつどい」１０月２０日（土） １０：００より  
場所 上長崎小学校   皆さん参加してください。  

            ②次回廃品回収日 １１月１０日（土）８：３０より  
（６）防 災担当  

防災の推進役として新しい人を呼び掛けたいと思います。  
（７）体 育 ・青年部 ・・ ・特にありません。  
（８）会   計 ：別紙報告  
（９）会 長  

①宮日も無事終わりました。皆様方には寄付やご協力を頂き、本当にあり

がとうございました。収支決算が出来ましたら皆様方に報告とお礼を申し

上げに「くんちてぬぐい」を持って各戸訪問します。                    
当自治会は１１３世帯から３３万 ９千円の寄付がありました。  

②各部長さんは 取組みの報告事項と次回予定を毎月２日までに会長へ

提出願います。  
   ③出 された意見により、今月から出席 した班長の名前を報告 します。  

４．異動・連絡事項  

  転入・転出はありません。 部屋のリフォームをされていた２件は工事が終了しました。 

   ※次回役員・班長会は１１月９日（金）１９時３０分から予定しています。                                          


