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平成２６年１０月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 26 年 10 月 9 日（木）  

１．長崎市からのお知らせ   

（１）天皇皇后両陛下の長崎県ご訪問に伴う奉送迎について（お知らせ）・・・文書回覧しています。 

「第６９回国民体育大会総合開会式」にご出席のため 

 訪問日時   平成２６年１０月１１日（土） 

          １３：４０～１４：５０    長崎県営野球場 

          １４：５０～１５：１０    平和公園 

 市民の皆様も是非、奉送迎下さいますようお願いします。 

 ご訪問先付近沿道（文教町交差点など）に奉送迎の所定の場所を設けています。 

（２）「自治会加入促進キャンペーン」の実施について（お知らせ） 

キャンペーン月間    １１月 

（３）平成２６年度 ながさき自治振興推進大会の開催について（ご案内） 

開催日時    平成２６年１１月１５日（土） １３：３０～１５：２０（受付１２：３０～） 

開催場所    長崎市民会館 文化ホール 

大会出席    各自治会から３名以上 

（４）広島市大雨災害義援金のお願い 

義援金の名称  広島市大雨災害義援金 

募集期限     平成２６年１１月２８日（金）まで 

※義援金はいくらにするか班長会で決め、自治会会計から支出します。 

（５）市民大行進（原爆犠牲者慰霊、世界平和祈念）への参加について・・・チラシ回覧しています。 

開催日時    平成２６年１０月２５日（土） １０：００ （雨天中止） 

集合場所    平和公園平和祈念像前 

行進所要時間 約３５分（２コースあります） 

行進後集会   行進最終地点、原爆落下中心地において  １１：００～１１：２０ 

（６）情報誌「ながさきジーン！」第１４号の配布・・・冊子回覧しています。 
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（７）長崎市国際理解教育推進リーフレットの配布について・・・見本を回覧しています。 

作成の目的  「自ら進んで交流しようとする国際性豊かな子どもたち」を育てる。 

          ３つの力を身につける。 

           ①「受容共生の意識」 互いの個性を尊重し、人を大切にする。 

           ②「郷土愛」 長崎の良さに気付き、郷土を大切にする。 

            ③「コミュニケーションの力」 英語をはじめとする外国語を使って、積極的に 

            人と話したり聞いたりする力。 

配 布  市内の市立幼稚園、・保育所、小・中学校全保護者。 

（８）市高齢者すこやか支援課主催介護教室（お知らせ）・・・掲示しています。 

男性のための介護教室 

 開催日    平成２６年１０月３０日（木）～隔週木曜日 ４回シリーズ 

 時間      １０：３０～１２：００ 

 会場       中央公民館 

 対象      男性（介護をしている、または予定のある男性）２０名 

 申込み    事前に電話で申し込む。（Tel ８２９‐１１４６）※個々人でお願いします。 

   １回目  （１０/３０） 認知症のケア   

   ２回目  （１１/１３） 介護のしかた 

   ３回目  （１１/２７） 料理に挑戦 

   ４回目  （１２/１１） 介護体験談 

（９）第１１回「市民防災リーダー」養成講座（２日間）の開講（ご案内） 

日 程     １日目 平成２６年１１月２日（日）、２日目 １１月１６日（日） 

講習時間   ９：００～１７：００ 

講習場所   三和行政センター（長崎市布巻町）ほか 

受講料      無料 

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）10 月の協議会役員会が開催されました。 

開 催 日   平成２６年１０月２日（木） １９：００  片淵３丁目公民館 

          当自治会  ３名出席 （会長、副会長２） 

（２）保健環境自治連合会について 

  ①違反広告物除却巡回 

９月の違反広告除却巡回を実施しました。 

         ９/２５（木） ８：４５～（当自治会除却巡回担当２名参加） 

 １０月は  １０/２５（土） ８：４５～です。   

（３）社協 について 

  ①赤い羽根募金の街頭募金が実施される。 

新大工町市場、十八銀行支店付近 

実施日時   １０/２３（木） １１：００～１２：００ 
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  ②長崎市社会福祉大会が開催される。 

開催日時   平成２６年１１月１９日（水） １３：３０開会 

開催場所   長崎市市民会館文化ホール    

（４）防犯協会	 について 
	 	 ニュース「防犯にしやま」10月号発行（西山交番）・・・回覧しています。 
	 	 	 記事内容 
	 	 	 	 10月～11月「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」 
	 	 	 	 西山交番管内事件(H26.1～8月)	 侵入盗み 2件、人身事故 27件 
 

（５） 安全ネット（上長崎小学校区子どもを守るネットワーク）  

  ①１０月の定例同伴下校が実施されました。 

１０/６（月） １４：４５～ （当番４自治会） 

  ②１１月の定例同伴下校 

１１/１０（月）１４：４５～ （当番４自治会） 

（６）上長崎小学校関係  

  育友会主催「給食試食会」が開催されます。 

１０/３１（金）１１：３０～ （受付１１：００～） （当自治会から３名参加予定） 

    各自治会から自治会長、敬老会から３名前後の参加依頼が来ています。 

                                   （自治会長、敬老会２参加予定） 

 

（７）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会） ・・・特にありません。 

（８）片淵中学校関係（生徒数 167 名） 

  ①片淵中学校だより「城ノ古址」第１８～２０号発行・・・回覧しています。 

第１８号（H２６．９．５金）、第１９号（H２６．９．１８木）、第２０号（H２６．９．２６金） 

（９）上長崎地区協議会青年部  ・・・特にありません。   

（１０）上長崎地区他の自治会活動 

  ①片淵３丁目 

    ・秋祭りが開催された。 ９/２７（土） 

（１１）消防団（第７分団） 

   ①消防操法大会が開催された。 ９／７（日）１３：００～近隣公園 

   ②中央地区消防団消防訓練が実施される。 １１/９（日）９：００～１１：００ 

実施場所  特別養護老人ホーム かたふち村 

参加機関  消防団分団７つの分団 

訓練内容  ホース延長訓練、中継・伝令訓練など。 

（１２）神社関係 （郷土催し物） 

   ①長崎くんち   １０/７（火）～１０/９（木）    

   ②諏訪神社しめ縄造り １２/１４（日） 
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（１３）済生会長崎病院 について 

   ①健康講座・・・９月に回覧しています。 

１０月１８日（土） １０時～１１時 消化器がんの治療方針 

１１月１５日（土） １０時～１１時 ペースメーカーのとっても役に立つおはなし 

（１４）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まつり」が開催された。 

開催日時  平成２６年９月２１日（日）  開会式１２：３０～  展示１０：００～ 

開催場所  上長崎地区ふれあいセンター 

  ②「ふれあいセンターだより」の発行・・・回覧しています。 

記事内容 「市政と暮らしの出前講座」のお知らせ 

  １ 消費生活出前講座   １０/３１（金）１３：３０～１４：３０ 

            講 師   長崎市消費者センター  栁 氏 

  ２ 九州新幹線西九州ルートなど長崎駅周辺地区の再整備について 

                   １１/２９（土）１３：３０～１４：３０ 

            講 師   長崎市長崎駅前周辺整備室 室長谷口氏、黒田氏 

３．ボンヌール長崎自治会各部報告 

（１）厚生部 

   敬老会祝賀会を開催しました。 

祝賀会の開催    ９月１５日（月・祝） １０：３０～１３：３０ 

             R 階集会室 

２３名の方の参加がありました。昼食会食後、ビンゴゲームをスタッフも一緒に楽し

みました。 
	 会計報告は別途、会計担当から報告します。 

（２）環境部・リサイクル担当 

   ・環境部 

    ９月の自治会清掃を長崎市シルバー人材センターに委託し実施しました。 

実 施 日   ９月１９日（金） ８：００～１４：００ 

清掃内容   マンション周辺、公園の草取り、溝清掃（７名で実施） 

          ※代金は１０/６（月）に支払いました。 

   ・リサイクル担当 

    ①プラゴミ（黄色）の袋でプラスチックケースを出してありました。 

プラスチックケースは燃やせないゴミ（青色）です。 

    ②フライパンが燃やせないゴミ（青色）に出してありました。 

フライパン、ヤカンなどは資源ゴミ（緑色）です。 

    ③「広報ながさき」１０月号にプロゴミの出し方の「リサちゃんニュース」の折込みがあって

います。保存しておいて、参考にして下さい。 
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（３）婦人児童部 

  ①古新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶の業者トラック積込み 

９月  ９/１３（第２土曜日）  午前８時~作業しました。ご協力ありがとうございました。 

    １０月 １０/１１（第２土曜日）  午前８時~です。ご協力をお願いします。 

（４）あつまろう会 

  ９月の取り組み（報告） 

人形作り、晒布でフキンを手縫いしました。 

  １０月の取り組み 

    あぐりの丘へ行く予定です。  

 

（５）防災担当 

  ①「消火器」のラベルの「剥がれ」や「色が褪せたもの」を貼り替えました。（１７個所） 

  ②９月にマンション周辺の「ハザードマップ」を各戸配布しましたが、マンションから休場バス

停間の崖は現在、安全です。 

   住人から文書で「安全性」について心配している内容と対策の要望が出されました。 

９月１０日に県長崎振興局に調査を依頼し、早速３名の係官が来られました。 

 係官の崖を目視した結果の判断は 

  「今まで降った、あの相当の雨で、小石がパラパラ落ちて来るとか、泥水が流れるなど 

  の崖崩れの前兆がなかったのなら、大丈夫。崖に植えてある草木も相当の水を吸い上 

  げているし、ネットの強度にも役立っている。」ということでした。 

 レンガ壁内の雨水の排水については、現在は歩道の方には流れて来ていませんが、排水

口がどうなっているのか調査を依頼しました。レンガ壁の工事は県長崎振興局が実施して

いました。排水口工事について調べてくれて、後日連絡がありました。 

 崖からの雨水の排水は「レンガ壁の内側に網状の蛇腹管を埋め込み、そばの側溝に排水

をするよう工事をしている。レンガ壁工事後、排水が悪く、再度工事し、壁下方に穴を開け、

直接側溝に流れるように工事をしている。」という回答を得ました。 

（６）会 計 

  別紙により報告します。 

（７）会 長 

「敬老祝賀会」も「長崎くんち」も終わり、いよいよ秋が深まってきました。 

市では「出島」に江戸時代に架かっていた橋の復元工事に取り掛かりました。 

県庁裏、江戸町側から橋が架けられます。 

「長崎がんばらんば国体」が今月１２日～２２日に長崎市内で開催されます。 

 交通渋滞が心配されていますが、スポーツの秋ですから、私たちも、健康を維持するた

め、意識して「歩く」を始めてみたらいかがでしょうか。 

 足に筋肉がつくと病気への抵抗力が増し、風邪をひきにくくなるそうです。 

 １０月２日からマンションテニスコートを３０分間、毎日歩いています。 

 歩く時間は１６：３０～１７：００です。１７：００には丁度、午後５時のサイレンが鳴りますの

で、それを聞いたら終了です。皆さんも自分に合った速さで歩いてみませんか。 
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 テレビで放送していた足に筋肉をつける方法は「歩く」、その後「１時間以内」にコップ一杯の

牛乳を飲む、でした。筋肉をつける効果的な歩き方は ①速歩で３分歩く ②次に、意識し

てゆっくり３分歩く。この①と②を繰り返す。歩いた後、１時間以内にコップ１～２杯の牛乳を

飲むと筋肉がつくという内容でした。 

 

４．異動・連絡事項             

     ありません。    

         

    ９月の役員・班長会出席状況 

自治会班長出席・連絡有り、欠席 

１班 ２班 ３班 ４班 ５班 ６班 ７班 ８班 ９班 １０

班 

１１

班 

１２

班 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
連絡
欠席 

連絡
欠席 

○ ○ ○ 

                                              ～以上～   

 

次 回開催  平成 ２６年 １１月 ６日 （木 ）  １９時 ３０分から  予定 してい

ます。         


