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平成２６年６月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 26年 6月 12日（木）  

１．長崎市からのお知らせ    
 （１）「平成２６年度地域づくり担い手育成講座」の実施に伴う受講者の募集について ・・・ 

チラシ回覧 
    講   座   5回実施  土曜日  10：00~12：00 （7/12、8/23、11/29、1/10、2/7） 
  場   所   メルカつきまち（第 1、4、5 回講座)、江平地区ふれあいセンター(第 2、3 回講
座) 

  申込期限   ６月１３日(金) 
 

（２）市民局 国体推進部総務企画課  
①長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会「長崎市公式ポスター」の掲示 ・・・ 掲示済み 

     掲示期間  平成２６年１１月３日(月・祝) 両大会終了まで 
    ②平成２６年度長崎がんばらんば国体クリーンアップキャンペーンの実施について 
     実 施 日   ９月２１日（日）及び９月２３日（火） 
     場   所   国体の競技会場（20 ヵ所）周辺の地域清掃   
     参加団体   長崎市「街を美しくする運動」推進協議会加盟団体など 
 

 （３）飼い主のいない野良猫の不妊・去勢手術費助成制度の周知について ・・・ チラ
シ回覧    
   自己負担額  一頭当たり ２，０００円  手術費の差額を市から動物病院に支払う。 

 

（４）特定健診及び健康診査の実施に伴うチラシの回覧及びポスターの掲示について ・・・ ポスタ

ー掲示済み 
    ６/２１(土)  市民会館地下１階  １０：００~１１：３０、１３：３０~１５：００ 
   １０/２５(土)  長崎ワシントンホテル ９：００~１１：００ 
   １１/２８(金)  中央保健センター(市役所別館 地下１階) ９：３０~１１：００ 
 

（５）消費生活出前講座についてのご案内 ・・・ 必要な時に自治会から依頼する。  
   悪質商法被害対策、消費生活(クレジットの仕組み、契約トラブル等)についての講座 

 

（６）防火・防災・救急講習等の実施についてのご案内 ・・・ 講習を実施する時に依
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頼する。  
 
（７）平成２６年度長崎市リサイクル推進員研修会の開催について(お知らせ) 
   開 催 日  平成２６年７月２５日(金) １９：００~２０：３０ 市民会館アマランス 
                     出席予定 ３名（リサイクル担当） 
    開催日    平成２６年８月 ８日(金) １４：００~１５：３０ メルカつきまち 
                     出席予定 １名（自治会長） 
   参加対象  リサイクル推進員及び自治会長 
 

（８）MICE（マイス＝展示会・見本市、イベントの総称）説明会の開催について・・・ 
（お知らせ）  
   開 催 日  平成２６年７月１日(火) １９：００~     市民会館アマランス 

     参 加 費  無料（事前申込み不要） 
 

２．上長崎地区自治会協議会報告    
 （１）上長崎地区自治会協議会総会が開催され，議案通り承認されました。  
   開 催 日  平成２６年６月２日（月）   １９：００~   片淵三丁目公民館 
           当自治会より  ４名出席  
   議事次第  １．平成２５年度活動報告、収支決算報告、収支決算監査報告 
           ２．平成２６年度活動計画、収支予算 
           ３．その他 
             地区自治会協議会構成（４自治会、合計１，２９０世帯） 
              片淵３丁目自治会（３００世帯）、片淵４・５丁目自治会（３５０世帯） 
              ボンヌール長崎自治会（１５０世帯）、西山１丁目自治会（４９０世帯） 
     平成２６年度役員 
        会  長  井原 東洋一（片淵４・５丁目自治会相談役） 
         副会長  田浦  稔  （西山１丁目自治会長） 
         〃    白川 忠浩 （片淵４・５丁目自治会長９ 
 
     外部団体の役員 
       市保健環境自治連合  常任理事   大澤 和彦（片淵３丁目自治会） 
       長崎地区防犯協会連  副 会 長   田浦  稔 （西山１丁目自治会） 
      上長崎小区安全ネット  理   事   高木  紀明（西山１丁目自治会） 
       上長崎ふれあいセンター 役   員   白川 忠浩（片淵４・５丁目自治会） 
 

（２）保環連 （長崎市保健環境自治連合会）について 

   定期総会が開催されます。  

開 催 日  平成２６年７月４日（金）   １３：３０～１５：３０   

  場  所   長崎市民会館文化ホール   （当自治会から２名出席予定） 
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  内  容   １．表彰式（団体３、個人１６、感謝状贈呈５） 

           ２．総会 

           （１）平成２５年度事業報告、収入支出決算報告、会計監査報告 

          （２）平成２６年度事業計画（案）、収入支出予算（案） 

（３）防犯協会 について 

  ①長崎地区防犯協会連合会総会が開催されました。 

    開催日  平成２６年５月２２日（木）  １４：００～  長崎市立図書館 

    議  案   １．第１号議案   新役員紹介 

           ２．第２号議案   平成２５年度事業報告及び収支決算報告、監査報告 

           ３．第３号議案   平成２６年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

           ４．犯罪概況説明 

        平成２６年度役員 

          会  長  村木 營介（市旅館連合会） 

            副会長  田浦   稔 （上長崎地区自治会協議会） 

   ②チラシ３種類 

    ａ．ＳＴＯＰ！万引き ｂ．要注意！財産を狙う詐欺 ｃ．絶対ダメ！薬物乱用 ・・・掲示済み 

 

（４）社協 について 
  社会福祉協議会上長崎中支部総会が開催され、議案通り承認されました。 
   開 催 日  平成２６年６月２日（月）   １８：３０~   片淵三丁目公民館 
           当自治会より  ４名出席 （境、山﨑、西村、稲田） 
   議事次第  １．平成２５年度一般経過報告、収支決算報告、収支決算監査報告 
           ２．平成２６年度事業計画、収支予算 
           ３．その他 
     平成２６年度役員 
       支 部 長  井原 東洋一（片淵４・５丁目自治会） 
       副支部長  大澤 和彦  （片淵３丁目自治会） 
          〃     境  民子  （ボンヌール長崎自治会） 
         

（５）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）  
①片淵中学校区青少年育成協議会総会が開催され議案通り承認されました。 
開 催 日  平成２６年５月１７日（土）   １５：００~  上長崎地区ふれあいセンター 
総会議題  １．平成２５年度活動報告、決算報告、監査報告 

          ２．平成２６年度役員選出 
          ３．平成２６年度活動計画（案）、予算（案） 
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          ４．その他 
   平成２６年度役員 
     会  長   早川明伸（片淵中学校 PTA会長） 
     副会長   井上秀人（上長崎地区自治会連合会理事） 
       〃    浦川基継（上長崎小学校育友会会長） 
     事務局長 原田ゆり子（元片淵中学校 PTA会長） 
 

（６）安全ネット（上長崎小学校子供を守るネットワーク）  
①総会が開催され、議案通り承認されました。 
開 催 日  平成２６年６月５日（木）   １９：００~  
開催場所  上長崎小学校 ２階図書室 
議   題  １．平成２５年度活動報告、会計報告、監査報告 
          ２．役員選出について 
            ３．平成２６年度活動計画（案）､予算（案） 
         ４．その他 
   平成２６年度役員 
     会  長   浦川 基継（上長崎小学校育友会会長） 
      副会長   早川 明伸（片淵中学校ＰＴＡ会長） 
        〃    井上 秀人（片淵１丁目東部自治会会長） 
②「強調月間 一斉パトロール」の実施 
実 施 日  平成２６年７月１日（火）  (集合) １７：５０   （出発） １８：００  
集合場所  上長崎小学校 運動場 
パトロールコース  小学校出発の上長崎小学校区の５コース 

                コース分けは当日行われる。   流れ解散 
 

（７）神社関係 （郷土催し物） ・・・ 特にありません    

（８）消防団（第７分団）  

   上長崎地区自治会協議会総会（６／２）において後援することが承認されました。 

     第七分団 分団長  井手 繁夫（西山２丁目自治会） 

 

（９）上長崎小学校関係  

  １．育友会総会が開催されました。 
開催日  平成２６年５月２日（金） 

    平成２６年度役員 
     会  長  浦川 基継（下西山） 
     副会長   藤井桂子（西山本町）、西岡由美子（西山本町）、江口里枝（下西山） 
            川田貴子（西山１丁目）、岩本亮哉（西山４丁目）、河津いづみ（片淵 
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             ３丁目）、白石敦子（片淵２丁目）、池本佐織（西山３丁目） 
２．学校行事 
①運動会が開催されました。  ５月２５日（日） 

②教育週間（学校公開） ６月１６日（月）～６月２０日（金） 8：15～16：45 
③夏休み      ７月１９日（土）～８月３１日（日） 
④修学旅行    ７月２８日（月）～７月３０日（水） ２泊３日 壱岐（６年生） 
⑤野外宿泊学習 ８月２５日（月）～８月２７日（水） ２泊３日 日吉青年の家(５年生) 

３．上小だより「季節風」４月号発行 （H２６．４．８） 
 

（１０）片淵中学校関係  
①PTA総会が開催されました。 
 開催日  平成２６年５月９日（金） 
 平成２６年度 PTA三役 

     会 長   早川 明伸 
     副会長  石橋龍弥、濱邊進一、福田富子、京﨑美鈴、濱﨑ますみ、濱田貝子 
            岩永まゆみ，蒲原香苗  
     会 計   蒲原香苗，中山亜紀 

②体育大会が開催されました。 
 開催日   平成２６年５月１８日（日）  
③片淵中学校だより「城ノ古址」第６～９号発行 

  第６号（Ｈ26.5.9金）、第７号（Ｈ26．5.16金）、第８号（Ｈ26．5.23金）、第９号（Ｈ26.5.30金）発行 

 

（１１）上長崎地区協議会青年部・婦人部  ・・・ 特にありません 

 （１２）上長崎地区他の自治会活動  
①西山木場ほたる祭り  ５月３１日  （当自治会から２名参加しました。） 
 

（１３）済生会長崎病院 について  

   第５９回健康講座  ６月２１日（土） １０：００～１１：００  脳卒中予防（生活の中で出来るこ

と）  

 

（１４）上長崎地区ふれあいセンターについて ・・・ 特にありません 

 

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  
パトロールは毎月２５日に実施しているが、５月は自治会総会と重なりパトロールできなかった。 
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（２）環境部・リサイクル担当  
・環境部  
今年度第１回目の大掃除を実施しました。 ６月１日 午前９時~ 
  参 加 者       ３３名 
   負担金納入者    ６８名（６/１１現在）   皆様のご協力ありがとうございました。   
 
・リサイクル担当  
①資源ゴミの袋に、燃やせないゴミの茶わん、スチール棚を入れてありました。  
②燃やせないゴミ袋に資源ゴミの鍋、フライパン、クッキー缶を入れてありました。  
③グローランプ、電球は蛍光灯ではありません。新聞紙に包んで、燃やせないゴミへ。 
④午前８時過ぎにゴミを出す方で、アルミ缶を資源ゴミに出す方がいます。  
 アルミ缶は住居棟 B１外階段下の指定場所に出すよう、ご協力をお願いします。  

（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み込み 
   ６月   ６/１４（第２土曜日）  午前８時~ 
   ７月   ７/１２（第２土曜日）  午前８時~ 
    みなさんのご協力をお願いします。 
  ②七夕の飾り付けをします 
   ６月２８日（土）  １０：００~ 
  ③夏休みラジオ体操の取り組み （大人の方も体操に参加して下さい） 

夏休み期間中    時間  午前 ６：３０~   テニスコートに於いて 
     ７月の班長会で相談します。 
      ・７月～８月の取り組む日を決めます。 
      ・ラジオをかける当番とシール貼り当番を決めます。 

（４）あつまろう会  
   県立美術館に出向き、片岡鶴太郎展を鑑賞、楽しみました。≪５/２９（木）≫   

（５）防災担当 ・・・  特にありません    

（６）会 計  
   別紙により報告します。 

（７）会 長  
     自治会長をこれまで１７年間やって来られた前自治会長が、５月に開催された自治会総会

に於いて退任されました。次期総会まで皆さんのご協力を得ながらやっていきたいと思い

ます。どうぞ、皆様のご協力をお願い致します。 
     前会長には長年、自治会活動お世話になりました。お礼申し上げます。 
    

     ５月～６月には、それぞれの組織の総会が開催されたので、「自治会だより」も各組織の

新役員の紹介の記事になりました。 
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４．異動・連絡事項   

     １班  １世帯 ６月から新しく入居されました。（賃貸） 
     １班  １世帯 ５月から長崎に転勤して帰って来られました。 
      ４班  １世帯 ４月から長崎に転勤して帰って来られました。 
       ８班  １世帯 ５月から新しく入居されました。 

  

            ５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  

○  欠席  ○  ○  ○  ○  ○  連絡
欠席  ○  ○  ○  ○  

 

                                                ～以上

～   

  

次回開催  平成 ２６年 ７月 １０日 （木 ）  １９時 ３０分から  予定 してい

ます。  

  


