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平成２６年７月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 26 年 7 月 10 日（木）  

１．長崎市からのお知らせ    
 （１）夏の交通安全県民運動ポスターの掲示について ・ ・ ・ ・ ポスター掲示済み 
 夏の交通安全県民運動 
  実施期間    ７月９日（水）～７月１８日（金）（１０日間） 
  スローガン   お互いに もてたらいいね 思いやり 
  市の重点    二輪車関連の交通事故防止 
  特別広報    夕暮れ時における早め点灯、雨天・曇天時の点灯 

（２）平和祈念式典及び無縁死没者遺骨名簿について・・・・ ポスター掲示済み、チラシ

回覧 
被爆６９周年 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典 

     日  時    平成２６年８月９日(土) 午前１０時３５分 開会 
              開場 午前７時３０分 
     場  所    平和公園 平和祈念像前 （松山町） 
     屋内会場   長崎ブリックホール 大ホール（開場 午前９時３０分） 
       〃      国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館交流ラウンジ（開場 午前８時３０分）     

 （３）第１０回市民防災リーダーの養成講座について    
   日  程    １日目 平成２６年９月１４日（日）、２日目 平成２６年９月２８日（日） 
   時  間    ９：００～１７：００ 
   場  所    長崎市消防局講堂（興善町３‐１） 
   受講料    無料 
   申込期日   平成２６年８月２９日（金） 
   ※講座の受講希望は防災担当役員迄連絡下さい。 

（４）保環連 （長崎市保健環境自治連合会）について（報告） 
   総会が開催されました。（出席２名 会長、副会長） 
     開催日  平成２６年７月４日（金）  １３：３０～１５：３０ 
            市民会館文化ホール 
     内 容  １．表彰式 
             貢献した団体（３）、自治会長（３）、個人（当自治会環境部長他１５）  
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             連合自治会感謝状（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、収入支出予算 
       以上について、満場一致で承認されました。 
     ３．平成２６年度三役（任期２年、平成２８年度迄） 
       会  長  達 利昭（脇岬） 
       副会長  浅川長（式見）、深堀義昭（坂本）、大神俊雄（仁田）、奥村修計（日見） 
       監  査   野口三孝（朝日）、園田洋子（小島）、中嶋正人（虹が丘） 
     事務所は長崎市市民局市民生活部自治振興課 内 
 

 保環連活動内容（自治会、自治会連合単位で実施する）  
  保 健  「健康で明るいまちづくり」をテーマとし、市民の健康づくりの推進  
        地域体操、ウォ―キング、ソフトボール大会、レクリェ―ション等の開催 
環 境  「マナーのある美しいまちづくり」をテーマとし、長崎市の緑化活動の推進、

ごみ  の減量及びリサイクル、地域清掃活動の推進、環境美化の向上を図
る。  

       市からの委託事業（２） 違反広告物除却活動、公園清掃活動  
      地域河川の清掃、草木伐採、地域公園の清掃、花壇の植え付け 
ｺﾐｭﾆﾃｨ  地域コミュニティづくりの推進  
       地域の連携を強めるため、自治会未加入シャの加入促進を図る 
以上の活動の実施については「事業計画書」「事業報告書」「補助金交付申請書」の提出に

より補助金が交付される。 
 

２．上長崎地区自治会協議会報告  
 （１）７月の協議会役員会が開催されました。  
    開 催 日   平成２６年７月２日（水）   １９：００   片淵三丁目公民館 
             当自治会より  ３名出席 （会長、副会長２） 

（２）違反広告物除却巡回（市まちづくり推進室）  
 ① 市から新任推進員へ委嘱状の交付と退任の方へ解任の辞令交付がありました。 
    当自治会では７班班長が新任推進員の委嘱を受けました。 
    退任された前自治会長に解任辞令が交付されました。 
 ② ６月の違反広告物除却巡回を実施しました。 
          ６/ ２５（水） ８：４５～（当自治会巡回担当１名参加、他の自治会から３名） 
    ７月は  ７/ ２５（金） ８：４５～です 

（３）社協 について・・・・特にありません 

（４）防犯協会 について 
  ① 「犯罪なく３ば」啓発の街頭行動を行ないました。 

１．カギかけんば  ２．ひと声かけんば  ３．見守りせんば  
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   ② 「生活安全ニュース」号外発行（６/ ２３） 
    記事 バスの中で女子中学生が足を触れられる痴漢に遭い、痴漢は逮捕されま

した。  

（５）安全ネット（上長崎小学校区子供を守るネットワーク）  
① 「強調月間 一斉パトロール」を実施しました。 
      実 施 日   平成２６年７月１日（火）   １８：００出発 

集合場所    上長崎小学校運動場  当自治会より３名参加 
② 定例パトロールの実施 

実 施 日   平成２６年７月１８日（金）  １２：００集合 
集合場所    上長崎小学校運動場 
当番自治会  片淵１丁目東部、片淵３丁目、西山３丁目、西山４丁目 

※  ９月はボンヌール長崎自治会、他３自治会が当番です。  

（６）上長崎小学校関係  
 １．育友会主催「夕涼み映画会」のお知らせ 

開 催 日   7/ ２４（木） １４：００～ （９８分） 
上映場所   上長崎地区ふれあいセンター 
上映映画   ヒックとドラゴン（少年ヒックと傷ついたドラゴン、トゥースのファンタジー大

作） 
    鑑 賞 料   中学生まで ５００円   大人 ８００円 
 ２．学校行事 
① 教育週間（学校公開）がありました。 

     ６月１６日（月）～６月２０日（金）  ８：１５～１６：４５ 
② 夏休み       ７月１９日（土）～８月３１日（日） 
③ 修学旅行     ７月２８日（月）～７月３０日（水） ２泊３日 壱岐（６年生） 
④ 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） 
 

（７）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）  
１．校内パトロール・通学路安全点検・校区内清掃の実施 

実施日時  ７月２３日（水）  １３時集合 
集合場所  下西山町センター駐車場（上長崎小学校横） 
実施内容  通学路を３ｺｰｽに分かれ、安全点検と清掃を行いながらパトロールする。 

２．運営委員会の開催 
開催日時  ７月２３日（水）  １５時開会 

     開催会場  上長崎小学校 ２階 多目的室 
 
（８）片淵中学校関係  
１．教育週間（片淵っ子の心を見つめる教育週間）がありました。 
    ６/ ３０（月）～７/ ６（日） 
      授業公開    ６/ ３０（月）～７/ ２（水）、４（金）  １～６校時 
                ７/ ３（木）  １～５校時 
      スポーツ大会  ７/ ５（土）  午前中  
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      部活見学    ７/ ６（日）  ９：００～１１：３０ 
２．片淵中学校だより「城ノ古址」第１０号～１３号発行 

     第 10号（H26.6.6金）、第 11号（H26.6.13金）、第 12号（H26.6.20金）、第 13号（H26.6.27金） 

（９）上長崎地区協議会青年部・婦人部  ・・・ 特にありません 

（１０）上長崎地区他の自治会活動  
１．片淵４，５丁目 
夏まつり８/ ３０（土） 

２．片淵３丁目 
  ①お盆の精霊船造り  ７/ ２７（日）～ 
  ②秋まつり        ９/ ２７（土） 
３．その他（片淵４・５丁目地区） 
  ｢かたふち橋｣の工事は７月末完成の予定。 今後、車両の通行止めはない。 
  経済学部のバスを｢かたふち橋｣を通る裏道に通す。 

（１１）消防団（第７分団）  
平成２５年度会計決算報告及び平成２６年度会計予算の報告がありました。 
  決算及び予算額は 
   上長崎地区自治会各自治会の後援会費     １１７，０００円 
       〃       出初式祝金          ３３５，０００円 
   市運営補助金                     ２５７，１００円 
  その他、繰越金、雑収入の合計約８０万円で運営されています。 

 

（１２）神社関係 （郷土催し物）  
諏訪神社しめ縄造り   １２/ １４（日） 
 

（１３）済生会長崎病院 について 
健康講座  ７月１９日（土） １０時～１１時 心肺停止と心肺蘇生法 
        ８月１６日（土） １０時～１１時 大腸がん全般、早期発見 
        ９月２０日（土） １０時～１１時 若さを保つ食生活 

（１４）上長崎地区ふれあいセンターについて 
１．ふれあいセンターを「長崎涼スポット」として開放しています。 
     ７月１日（火）～９月３０日（火）   ９：００～１７：００ 
２．ニュース「上長崎地区ふれあいセンターだより」の発行 （H26.7.1） 
３．「上長崎地区ふれあいセンターまつり」の開催 
    開催日時  平成２６年９月２１日（日）  １０：００～ 
    開催場所  上長崎地区ふれあいセンター 
    実施内容  展示の部 １０：００～  野菜や花の販売も予定しています。 
            舞台の部 １２：３０～ 
４．講座の開催 
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  ①「地球温暖化と私たちにできること」（地球温暖化の現状と家庭での省エネ法） 
      ７/ ３０（水）  １３：００～１４：３０ 
      講  師   長崎市環境政策課 係長 吉田氏、三原氏 
 
  ②「まちなか再生の推進」（まちぶらプロジェクト） 
     中島川沿いの古くからの市街地の再生、新大工町再開発事業計画の概要について。 
     ８/ ３０（土）  １３：００～１４：３０ 
      講  師    長崎市まちなか事業推進室 室長 長瀬氏 
 

３．ボンヌール長崎自治会各部報告  

（１）厚生部 ・・・・ 特にありません 

（２）環境部・リサイクル担当  
・環境部  
① 自治会清掃用具一式はテニスコート側倉庫から R階エレベータ横倉庫に移しました。 
木箱２個にまとめて入れ、保管しています。箒は壁に掛けています。 
② ６/ １（日）実施した大掃除の報告 
    出席 ３４世帯    負担金納入 ８５世帯  
  ご協力ありがとうございました。   
・リサイクル担当  
① 市からルサイクル推進員の委嘱を受けました。 

委嘱期間 Ｈ２６７．１～２年間  （当自治会３名） 
② リサイクル推進員研修会に出席します。 
   ７/ ２５（金）  １９：００～ アマランス（ルサイクル担当３名） 
   ７/ ３０（水）  １４：００～ 桜馬場ふれあいセンター（会長） 
③ ゴミの出し方 
   ・プラゴミの袋に二重袋で入れている人があます。直接入れて下さい。 
   ・蛍光管入れの箱にはグローランプ、電球は入れないでください。燃やせないゴミです。 
・乾電池回収缶にはボタン電池、充電式電池は入れないこと。近くの電気店で回収します。 

（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/ １４（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。 
   ７月   ７/ １２（第２土曜日）  午前８時～ 皆さんのご協力をお願いします。 
 ② 七夕の飾り付けをしました。 ６/ ２８（土） １０：００～ 
    子供を含む１５人で飾り付けをしました。ご協力ありがとうございました。 
 ③ ８号台風の接近により、早めに七夕飾りを片づけました。７/ ８（火） 
 ④ 夏休みラジオ体操の取り組について 
    役員で検討の結果、今年は取り組まないことになりました。 

（４）あつまろう会  
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 ① 七夕の飾りを作り、婦人児童部と一緒に笹に飾り付けを 
しました。 

         ６/ １４（土）、６/ ２１（土）、６/ 28（土） 
   これからも、みんなと相談しながらやっていきます。  

（５）防災担当  
①８号台風の接近に伴い、自主防災組織役員が管理人室に待機しました。 

７／９ １８：００～７・０ ８：００ 
    マンションに被害もなく通過し良かったです。 
②市民防災リーダー養成講座（９/ １４、９/ ２８）の受講を希望する方は防災担当役員迄連絡 
をお願いします。 

（６）会 計・・・・別紙により報告 

 （７）会 長  

    ８号台風は５０年に一度の猛烈な風と雨の台風という報道で警戒しましたが、被害もなく無

事通過し良かったです。皆様もご家庭での台風対策、準備などお疲れ様でした。 
    マンション前の歩道と車道の間の植え込みが伸びていたので、剪定を県振興局に依頼しま
した。７月上旬に刈り込まれ、きれいになりました。 
気温が上がり、湿度も高いので、「熱中症」にならないよう、のどの渇きを感じなくても、水分

を定期的に摂るようにしましょう。また、上長崎地区では最近、６０歳女性を含む３件の入浴中

の死亡事故があっています。 
事故の防止や早期発見のため、「今から入浴する」と一言家族に言って入浴する、ぬるめの

お湯にしたり、シャワーに切り替えたり、体調が良くないときには入浴を控える、などをおすす

めします。 
 

４．異動・連絡事項   

     ２班 一世帯（区分所有者）  ７月上旬にリホームが終わり、新しく入居されます。    

            ６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  ○  ○  ○  ○  

～以上～  

次回開催  平成 ２６年 ８月 ７日 （木 ）  １９時 ３０分から 予定 していま

す。         


