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平成２７年１月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 27 年 1 月 8 日（木）  

１．長崎市からのお知らせ 

（１）広島市大雨災害義援金について（お礼）・・・文書を回覧しています。 

義援金総額  ５、８１７、７７３円 

  ボンヌール長崎自治会からは５０、０００円を拠出しています。（１０月班長会議で決定） 

（２）「ポイ捨て・喫煙禁止ポスター」の掲示について・・・ポスターを掲示しています。 

    ポスターの絵は長崎市内小学生の応募作品です。 

    掲示期間  平成２７年２月末まで 

（３）長崎市市民活動センター「ランタナ」について（お知らせ）・・・チラシ（ランタナ通信）を

回覧 

                                                     して

います。 

市民活動団体や自治会活動にも利用して頂きたい。 

ランタナ場所  長崎市馬町２１‐２（長崎市企画財政部市民協働推進室） 

            電話 ０９５‐８２９‐１１２５ 

    催し物  ランタナカフェ 

          みんなでお茶などを飲みながら、市民活動のゲストスピーカーに話題を 

          提供してもらいワイワイお話しする。 

            開催日  １月２７日（火） １４：００～１６：００ 

            場 所   ランタナ２階会議室 

            ゲスト   「お手玉の会」会長 中島るり子氏 

            会 費   １００円 

            定 員   ２０人程度（申込締切り １/２０ Tel ８２９‐１１２５） 

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）１月の協議会役員会が開催されました。 

 開 催 日   平成２６年１月７日（水） １４：００  会楽園 

            当自治会  ３名出席 （会長、副会長２） 

   協議会新年会の開催 
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開 催 日   平成２６年１月２４日（土） １８：００  川徳荘 

           当自治会  ４名出席予定 （会長、副会長２、環境部長） 

（２）保健環境自治連合会について 

  違反広告物除却巡回 

１２月の違反広告除却巡回を実施しました。 

        １２/２５（木） ８：４５～（巡回担当） 

 １月は    １/２５（日） 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 

  「県内の振り込め詐欺」被害について 

   長崎警察署が発行した「生活安全ニュース」（号外 H26.12.12）によると 

長崎県内の振り込め詐欺などの特殊詐欺被害総額は約５億２、６００万円です。 

（H26.1.1～H26.11.30）で昨年１年間の被害金額を約１億円上回っています。 

被害者は９８名（男性２６名、女性７２名）です。 

被害者９８名の約半分は、７０歳～８９歳の女性５４名で５５％を占めます。 

 ９８件の手口の 

   第１位  ・現金をレターパックや、宅配便で送らせる   ４７件 

   第２位  ・犯人指定の口座に現金を振り込ませる     ３７件 

となっています。儲け話などに誘惑されないように気をつけましょう。 

 そのほか、当マンションでも、貴金属の訪問買い取りを目的とした、女性からの電話 

による「和服」の不要品買い取りの電話があり、訪問はすぐ男性が来て、貴金属買い取 

りの話を持ち出し、なかなか帰らないというケースがあっています。用心しましょう。 

（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） 

  ①１月の定例同伴下校は本日(１/８)実施されました。 

１/８（木）１２：００～（当番 ボンヌール長崎自治会他３自治会） 

               （参加３名 会長、児童部地区長、環境部副部長） 

  ②２月の定例同伴下校 

２/１６（月）１４：４５～（当番４自治会） 

（６）上長崎小学校関係 

  ①始業式  １/８（木） 

  ②上小だより「季節風」６５号～８４号発行・・・回覧しています。 

（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） 

  学校だより「城の古址」第２７号（11/14）～第３２号（12/24）発行・・・回覧しています。 

 

（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・・・特にありません。 



 
3/5 

（１１）消防団（第７分団） 

   ①出初式及び祝賀会   １/７（水） 

   ②団員の募集 

        消防団第７分団では団員の募集をしています。   

募集人員 ４～５名  

月１回（第２日曜日）集合、勉強会・訓練などをしています。 

   申込みは  自治会役員まで 

      ③昨年の火災発生、救急車出動（長崎市内） 

昨年の火災発生   １１０件（内 １９件は放火）ここ６０年間で一番少ない。 

救急車出動      ２３，６４０件（８割が６５歳以上の人の救急） 

   （１２）神社関係 （郷土催し物）・・・特にありません。 

（１３）済生会長崎病院 について 

   ①クリスマスコンサートを開催しました。１２/２３（火・祝）１３：００～ 

   ②健康講座 

１月１７日（土） １０：００～１１：００  心臓のはなし（循環器内科） 

（１４）上長崎地区ふれあいセンターについて 

  ① 認知症サポーター養成講座の開催・・・チラシを回覧しています。 

「認知症について正しく知ろう！」認知症の理解、接する時の心構え、予防など。 

   開催日  平成２７年２月２１日（土） １４：３０～１５：３０ 

   場 所   ２階第１研修室 

   主 催   片淵・長崎地域包括支援センター 

   受講料  無料 

  ② ニュース「ふれあいセンターだより」（第４号 ２７．１．１）の発行・・・回覧しています。 

（掲載内容） 

  ・新年のご挨拶 

  ・図書室からのお知らせ 

    利用時間 ９：００～１７：００（月曜日 休館） 

    所蔵 ２，７００冊  直近の新着図書 ２０冊 

     新着図書（「元気が出る俳句」「頭痛薬が効かない頭痛になったとき読む本」 等） 

（１５）その他 

経済学部裏通りを通る長崎駅までの新しい循環バス路線の開始予定 

 循環  始発：水源地跡 ～ 諏訪神社前 ～ 大波止夢彩都 ～ 長崎駅 ～ 新大工 

～ 

      地区ふれあいセンター ～ 心田庵 ～ 経済学部裏通り ～ 水源地跡 

   本数   １時間に１本 

開始月  平成２７年４月予定 
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 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（報告）自治会大掃除〈１２／７（日）〉報告 

参加   ３７世帯 

負担金  ８３世帯   でした。 

ご協力ありがとうございました。 

②（報告）Ｒ階広場の清掃 

  １２月にＲ階広場の水洗い清掃を管理組合役員、自治会副会長、管理人の三人が

３日間に分けてやって下さいました。きれいになりました。 

ありがとうございました。 

 

   ・リサイクル担当  

     ◎ 相変わらず「プラゴミ」を二重袋で出す人がいます。清掃センターで二重手間になり

ます。必ず、「プラゴミ」は黄色の袋に、直接入れてください。 

     ◎ 「燃やせないゴミ」（奥）「資源ゴミ」（手前）の置く場所を守って置いてください。 

     ◎ 発泡スチロールは「プラゴミ」です。 

「プラゴミ」の仕分け方が分からない場合は、管理人室に配布用の一覧表がありま

すので、貰って下さい。 

（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 

    １２月 １２/１３ （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。 

     １月  １/１０ （第２土曜日） 午前８時～実施予定です。ご協力よろしくお願いします。 

  ②クリスマスツリーの飾り付けと片づけ 

    飾り付け  １２/１３（土）古新聞等のトラック積み込み作業後、飾り付けをしました。 

    片づけ   １２/２６（金） 

  ③正月飾りの飾付け 

    飾り付け  １２/２６（金）クリスマスツリーの片づけ後、正月飾りを飾り付けました。 

    片づけ    １/１０（土）古新聞等のトラック積み込み作業後、片づけます。 

（４）あつまろう会 

  １２月の取り組み  あつまろう会を開催している集会室の清掃を１２月最終開催日に清掃し

ました。 

   １月の取り組み  皆さんで相談しながら取り組んでいきます。 

（５）防災、安全の取組み 

   ３月 ①「防災についての講演」予定  長崎市防災危機管理室   

          実施日 ３／５（木） １９：３０～役員班長会議で実施予定 

       ②防災一斉放送を実施します。 

          実施日 ３／８（日） ５分程度、２回実施予定 
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（６）会 計・・・別紙により報告します。 

（７）会 長 

新年、明けましておめでとうございます。良い年でありますよう、願っています。 

  今年も自治会活動に皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

４．異動・連絡事項 

  ・なし 
       ・６０８号室は買い取った不動産業者によりリホームされ、現在、売り出し中です。 

 

 

            １２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 ○ ○ ○ 

連絡
欠席 

○ ○ ○ 
連絡
欠席 

                                              ～以上～   

次 回 開催  平 成 ２７年 ２月 １２日 （木 ）  １ ９時 ３０分 から予定 してい

ます。         


