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平成２６年８月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 26 年 8 月 7 日（木）  

１．長崎市からのお知らせ   

 （１）平成 26 年度「長崎市住民活動に関する保険」について 

 自治会活動中に万一事故に遭った場合のために市の全額負担加入の保険制度です。 

  ①入院日額 ３，０００円  ②通院日額 ２，０００円 等   

（２）消防団員募集ポスターの掲示について・・・ ポスター掲示済み 

応募資格  長崎市在住で１８才以上の男性、女性。        

（３）「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」周知用ポスターの掲示につ

いて     ①「臨時福祉給付金」一人につき 1 万円         ・・・ポスター掲示

済み(10/31 迄) 

     ②「子育て世帯臨時特例給付金」子ども一人につき 1万円 

   「臨時福祉給付金」については消費税の８％への引き上げに伴い、暫定的・臨時的な措置

として市民税の非課税者を対象に支給され、「子育て世帯臨時特例給付金」については子

育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として、児童手当の所得制

限限度額に満たない方を対象に支給されます。 

（４）「防災講演会」の開催について（案内） 

     日 時   平成２６年８月３０日（土）  １０：００~１１：５０ 

     場 所    ＮＢＣビデオホール 

    参加費    無料  

     講 師     同志社大学社会学部 教授 立木 茂雄 氏 

     演 題   「東日本大震災に学ぶ~支えあいのまちづくり~」 

    申 込    定員３００名。当自治会の参加希望の方は防災担当役員まで連絡下さい。    

（５）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(10/31 迄) 

  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 開式  

             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ｼﾞ（開場 午前８時３０分） 
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（６）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。     

２．上長崎地区自治会協議会報告 

 （１）８月の協議会役員会が開催されました。 

    開 催 日   平成２６年８月２日（土） １９：００   

当自治会より  ２名出席 （自治会長、副会長） 

（２）違反広告物除却巡回 

 ① ７月の違反広告物除却巡回を実施しました。 

        ７/２５（金） ８：４５~（当自治会から担当２名参加、他の自治会から１名） 

   ８月は ８/２５（月） ８：４５~です 

（３）社協 について 

  社協上長崎中支部活動方針及び予算書を市に提出しました。 

（４）防犯協会 について・・・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）  

９月の定例パトロールの実施 

      開催日時   ９月１日（月）   １２時 

集合場所    上長崎小学校運動場   

担当自治会  （４自治会）ボンヌール長崎、片淵２丁目東部、西山木場、夫婦川 

（６）上長崎小学校関係  

 １．学校行事 

① 夏休み       ８月３１日（日）まで 

② 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） 

  ２．育友会機関紙「せんだん」１８３号発行（Ｈ26.7.18）. 

  内容 ・育友会役員紹介、新年度先生紹介、春の運動会紹介・・・１部配布あり 

（７）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）  

①校区内パトロール・通学路安全点検・校区内清掃が実施されました。 

実施日時  ７月２３日（水）  １３時~ 

②運営委員会が開催されました。 

実施日時  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（生徒数 167 名） 

①片淵中学校だより「城ノ古址」第１４号～１６号発行 



 
3/6 

     第14号（H２６．７．３木）、第15号（H２６．７．１１金）、第16号（H２６．７．１８金） 

   ②PTA機関紙「かたふち」No.１５３発行（H２６．７．１５）・・・１部配布あり 

    内容 ・PTA役員紹介、新年度先生紹介、体育大会・中総体報告 

（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 

・お盆の精霊船（舫い船）８/１５（金）経済学部敷地（かたふち橋寄り）出発  １９：００ 

供え物を船にお願いする人は１８：３０迄に出発式受付けまで、お願いします。 

・夏祭り          ８/３０（土） 

②片淵３丁目 

    ・お盆の精霊船が出る ８/１５（金）        

   ・秋まつり         ９/２７（土） 

（１１）消防団（第７分団） ・・・特にありません 

（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 

①健康講座  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 

②コンサート 平成２６年度 アウトリーチコンサート・・・案内チラシ回覧 

         ９月２８日（日） １１時 開演 

         病院内診病棟 外来フロア 

          出 演   浜口知紗子（サックス）、樋口梨絵（ピアノ） 

（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。 

      ７/１日（火）～９/３０（火）   ９：００~１７：００ 

②「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~ 

③講座の開催 

   「まちなか再生の推進」（まちぶらプロジェクト）・・・案内チラシ回覧 

     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 
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３．ボンヌール長崎自治会各部報告 

（１）厚生部  

  ①敬老会のお祝い     ９月１５日（月・祝） 

    当自治会では今年年末迄に７０歳以上の方を対象にささやかですが、お祝い品を用意します。 

   ②敬老会祝賀会の開催  ９月１５日（月・祝） １０：３０~  Ｒ階集会室 

          後日、７０歳以上の方へ案内状を差し上げます。 

（２）環境部・リサイクル担当 

・環境部 

①赤い小さい蟻が今年も１階~３階の部屋に侵入してきています。人を刺します。 

 対処法にしかなりませんが、「蟻ころり」を用意していますので、必要な方は環境部長迄連絡を。 

②マンション玄関横の資源物保管庫が新しく出来ないか、市役所に交渉しましたが、認め 

 てもらえませんでした。 

   理 由  保管庫は各自治会１個あて市役所から貸与する（貸与後は自治会で管理）。 

         ボンヌール長崎自治会は現在２個あるので、１個使用出来なくなっても貸与

できない、ということでした。   

・リサイクル担当 

① 市主催のリルサイクル推進員研修会に出席しました。 

    ７/２５（金）  １９：００~  アマランス （リサイクル担当３名） 

７/３０（水）  １４：００~  桜馬場ふれあいセンター（自治会長） 

    （研修会） 

     ①副食（おかず）などを入れて売ってあるプラスチックトレーのシール（値段、品名、 

材料名を書いてある）は剥さないでプラゴミ（黄色）に出して良い。 

         ②当自治会から、段ボールなどの資源物保管庫を各自治会１個という配備基準を 

           見直してほしい旨、要望を出しました。 

② ゴミの出し方  

・（黄色）プラゴミの袋に二重袋で入れている人がいます。必ず、直接入れて下さい。 

    ・（青色）燃やせないゴミ  ビニールシート、風呂の椅子、フタ、プランター、クリーニング

ハンガーは燃やせないゴミです。 

・（赤色）生ゴミは水気を切って新聞紙等でくるみ出してください。腐敗臭がひどいのが 

あります。エレベーター内も匂います。気温が高くなってきました。腐敗臭に気をつけて。  

（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 

        ７/１２（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。 

   ８月   ８/１６（第３土曜日）  午前８時~です。 ご協力をお願いします。 

   ９月   ９/１３（第２土曜日）  午前８時~予定しています。ご協力をお願いします。  

（４）あつまろう会  

   ①タペストリー作り・・・お地蔵様とお月見 

   ②平山郁夫展 鑑賞に出かける予定です。 
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  「あつまろう会」に参加しませんか。 

（５）防災担当 

①防災講演会（８/３０）及び市民防災リーダー養成講習（９/１４、９/２８）に出席希望の方は 

防災担当役員迄、連絡をお願いします。≪申込締切り ８/９（金）≫ 

 ②９月、防災月間の取り組み 

   防災一斉放送を行います。 

     ９月６日（土） １回目 午前１１時~５分 

              ２回目 午後 １時~５分 

（６）会 計・・・・別紙により報告します。 

（７）お盆の精霊流し 

   お盆のお供え物は片淵４・５丁目の精霊船に舫いとしてお願いできます。 

   自治会から、毎年片淵４・５丁目自治会にお願いし、引き受けてもらっています。 

   お願いする方は、１５日夕方６時３０分迄に各自、供物を寸志（線香代）と共に精霊船受付迄。 

      場所   長崎経済学部敷地内「かたふち橋」そば入口 

       １５日   １８：３０ 迄に、供物は各自出発式受付まで 

             １８：４０ お寺のお経 

            １９：００ 大波止へ出発 

  なお、自治会からお礼の清酒２本を片淵４・５丁目自治会へ差し入れます。 

 （８）会 長 

    梅雨明け後の連続した台風の発生により連日、湿度が高く、気温も猛暑で、３５度前後と高い

ので、くれぐれも熱中症にならないよう心掛けましょう。 

全国的には毎日千人単位の人が熱中症で病院に運ばれています。 

家に居ても、水分（水やお茶）を意識して定期的に摂るようにしましょう。 

ビールなど酒類は熱中症対策にはなりません。飲んだ分以上の量が尿として出ますので、体

が水分不足になります。具合が悪くなったら、躊躇せず遠慮なく管理人室に連絡して下さい。 

「長崎涼スポット」になっている市立図書館や地区ふれあいセンターに出かけて涼むのも１つの

方法です。 

 

「７５歳以上になると体温を感知する機能が衰えて発汗しにくくなる」という記事 

（長崎新聞 ７/３１） 

 高齢になると、発汗しにくいので、熱が体にこもり熱中症になりやすい。 

すぐ汗をかき体温を下げる若者に比べ、高齢者は体温の上昇が早く、体温が上がっているの

に感じていない。暑いと感じた時は既に想像以上に体温が上がっている、という内容。 

気温３５度、湿度６０％の状態に９０分間いた場合、２２歳の若者は体温が０．２４度上昇した

のに対し、高齢者は０．８３度と３倍以上の上昇。                                       

若者はすぐ汗をかいたが、高齢者は１５分以上たってから発汗、量も少なかった。 

４．異動・連絡事項   

     ありません。    
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            ７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 ９月 ４日 （木 ）  １９時 ３０分から  予定 してい

ます。         


