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平成２６年９月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 26 年 9 月 4 日（木）  

１．長崎市からのお知らせ   

（１）「法律・福祉無料相談会」の実施に伴うちらしの回覧について・・・回覧しています。 

無料相談会   開催日時 ９月２７日（（土） １０：００~１６：００ 

           県南開場 メルカつきまち ５階ホール（長崎市築町） 

          ※相談は予約制（１時間）   ９/１８（木）までに申し込む。 

（２）動物愛護啓発用チラシの回覧について・・・回覧しています。 

（３）秋の全国交通安全運動ポスターの掲示について・・・掲示済み 

交通安全運動 期間 ９/２１（日）~９/３０（火） 

スローガン   お互いに もてたらいいね 思いやり 

基 本      子どもと高齢者の交通事故防止 

長崎市の重点 二輪車関連の交通事故防止 

特別広報    脇見・ぼんやり運転の防止 

（４）第１１回「市民防災リーダー」養成講習（２日間）の開講案内 

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 

（５）「（仮称）長崎市自治基本条例」に関する地域での意見交換会について（お知らせ） 

開催日時    ９月２９日（日） １９：００~２０：３０ 

開催場所    アマランス 

参加費      無料 

説明書      現在、市で作成中。完成次第市ホームページに掲載します。 

（６）長崎市高齢者すこやか支援課主催研修会の開催について（お知らせ）・・・掲示済み 

   高齢者の虐待、成年後見制度について 

開催日時     平成２６年９月２４日（水） １８：３０~２０：３０ 

開催場所     アマランス 研修室１・２ 
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２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）９月の協議会役員会が開催されました。 

開 催 日   平成２６年９月２日（火） １９：００  片淵３丁目公民館 

          当自治会より  ３名出席 （自治会長、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 

８月の違反広告除却巡回を実施しました。 

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

   ９月は  ９/２５（木） ８：４５～です。 

  ②市より活動補助金が当地区自治会協議会に入る。 

  ③各自治会から年会費を徴収する。 

（３）社協 について 

  社会福祉協議会支部長会報告（開催日 ８/２２金） 

  ①２６年度赤い羽根募金について承認された。 

   一世帯当たりの募金目標額を、長崎県で決定された ４５７円とする。 

  ②２６年度歳末たすけあい募金の取組が承認された。 

   今年度は目標額は設定せず、各自治会に任せる。 

  ③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 

  ①「生活安全ニュース」・・・掲示しています。 

内容「テレビ局（ＮＣＣ）職員を名のる不審電話に注意を。電話に出た中学生にアンケート 

    と称し、商品券を贈るからと名前を聞き、友達の名前と連絡番号を聞き出そうとし

た。」 

  ※ご家庭内で、子供さんに是非伝えてもらいたいこと。 

   「電話で、知らない人から名前や住所など聞かれても答えないで、電話を切ること。 

    商品券などに惑わされないこと。」 

  ②西山交番 

   ニュース「にしやま」９月号発行・・・回覧しています。 

内容「空き巣事件発生。コンビニ等での万引き４件発生。」 

（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）  

  ９月の定例同伴下校が実施されました。 

９月１日（月） 始業式下校 １２：００～  （５名参加） 

  次回は１０/６（月）１４：４５～ （片淵２丁目、４・５丁目、西山１丁目、フォレスト西山） 

（６）上長崎小学校関係 ・・・特にありません 
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（７）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）  

  地区青年部・婦人部とともに片淵４・５丁目夏まつりの手伝いを中心となってしました。 

（８）片淵中学校関係（生徒数 167 名） 

  ①吹奏楽部定期演奏会の開催・・・ポスター掲示済み 

開催日時   ９月２３日（火・祝）  １４：００～開演 

開催場所   長崎市市民会館文化ホール 

  ②片淵中学校だより「城ノ古址」第１７号発行・・・回覧しています。 

第１７号（H２６．９．１月） 

（９）上長崎地区協議会青年部・婦人部   

  片淵４・５丁目夏祭り（８/３０）準備、後片づけを育成協とともに中心となってやりました。 

（１０）上長崎地区他の自治会活動 

  ①片淵３丁目 

   ・秋祭り          ９/２７（（土）） 

（１１）消防団（第７分団） 

   消防操法大会の開催   ９月７日（日）１３：００～近隣公園 

（１２）神社関係 （郷土催し物） 

    ①諏訪神社一の鳥居改修工事 ９/１１（木）完成予定 

②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  ９月２０日（土） １０時～１１時 若さを保つ食生活・・・掲示済み 

             １０月１８日（土） １０時～１１時 消化器がんの治療方針・・・回覧しています。 

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

    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８月回覧 

             ９月２８日（日）  １１時 開演 

             病院内診療棟  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・・・ポスター掲示、チラシ回覧しています。 

    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 

    実施内容  展示の部 １０：００～  地域の農産物、饅頭、クッキーなど販売。 

              舞台の部 １２：３０～  オカリーナ、舞踊、リフレッシュ体操など。 
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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「ご案内」発送  ９月１日（月） 

   祝賀会の開催         ９月１５日（月・祝） １０：３０～ 

                     R 階集会室 

   祝賀会出席欠席の連絡は９月７日（日）１８：００までに管理人室迄お願いします。 

（２）環境部・リサイクル担当 

  ・環境部 

９月の自治会清掃は外部に委託します。マンション周辺の草刈をしてもらいます。 

日 程   ９月１９日（金） 掲示板でお知らせします。 

  ・リサイクル担当 

   ☆一部の方ですが、プラゴミをプラゴミ袋に入れるとき、二重袋で入れている方がいます。 

    必ず、直接入れるようお願いします。 

   ☆ゴミ集積所の資源ゴミ及び燃やせないゴミの区分にプラゴミの袋が入れてありました。 

     ゴミ出しの区分場所は守りましょう。 

   ☆アルミ缶は必ず、住居棟 B階の指定場所カゴに入れて下さい。 

（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 

  ８月   ８/１６（第３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。 

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

 １０月  １０/１１（第２土曜日）  を予定しています。 

（４）あつまろう会 

８月の取組み（報告） 

 ①県立美術館の平山郁夫展鑑賞に出かけました。 

 ②うさぎのタペストリー、ちりめんでお地蔵様を作りました。 

（５）防災担当 

①９月防災の取り組み 

  防災一斉放送を行います。家庭内での地震対策について。 

  事前に地震対策の文書と最新の「ハザードマップ」を配ります。 

  一斉放送で、配布した資料をもとに説明します。 

    ９月６日（（土）） １回目 午前１１時～５分間 

               ２回目 午後 １時～５分間 

（６）会 計 

別紙により報告します 
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（７）会 長 

９月に入り、朝夕は涼しくなりました。 

今年の夏は、雨がよく降り、湿度が高い日が多かったですね。 

全国的には水害と土砂崩れの災害が多い夏でした。 

 ９月１日は大正１２年９月１日に起きた関東大震災と台風の被害の多い時期であることから、

「防災の日」となっています。（関東大震災 震度７ Ｔ１２．９/１ １１：５８ 死者１４万２千８百人余

り） 

 ボンヌール長崎自主防災組織では、９月６日（（土））に防災一斉放送をします。 

 放送内容は「地震発生時の自宅での取り組みについて」です。 

 事前に地震に関する文書と長崎市防災危機管理室からもらって来たボンヌール長崎周辺

の最新の「土砂災害ハザードマップ」（警戒区域）を全世帯に配布し、説明をします。 

 ９月１５日（月・祝）は敬老の日です。楽しい祝賀会となるよう準備中です。 

 

４．異動・連絡事項   

     ありません。    

  

             ８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 １０月 ９日 （木 ）  １９時 ３０分から  予定 してい

ます。         


