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平成２７年２月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 27 年 2 月 12 日（木）  

１．長崎市からのお知らせ 

（１）「地域活性化シンポジウム」にかかる周知について（お願い）・・・お願い文回覧しています。 

シンポジウム  日 時  平成２７年３月８日（日）  午後１時～午後３時３０分（予定） 

           場 所  長崎市民会館 文化ホールほか 

             主 催  長崎市教育委員会（問い合わせ先 生涯学習課 Tel ８２９‐２０４４）  

（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 

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）２月の協議会役員会が開催されました。 

 開 催 日   平成２７年２月２日（月） １９：００  片淵３丁目公民館 

            当自治会  ３名出席 （会長、副会長２）    

（２）保健環境自治連合会について 

  違反広告物除却巡回 

１月の違反広告除却巡回を実施しました。 

         １/２５（日） ８：４５～（当自治会担当１名、他自治会から１名） 

２月は     ２/２５（水） 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 

  おれおれ詐欺が電話で「警察からです。詐欺を逮捕した。被害に遭っているようだ。」と 

言って、銀行口座番号を聞き出す手口で、留守の場合、留守電にフリーダイヤル（無料 

電話）の番号を言って掛けるようにと録音しているケースが長崎市内で発生しています。 

注意しましょう。 

（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） 

  ２月の上長崎小学校同伴下校  ２月１６日（月） １４：４５ （担当 他の４自治会） 

 

 

 

Ｈ２６‐４２号 

総務部 



 
2/4 

（６）上長崎小学校関係（報告） 

  ①創立１４０年記念式典が開催されました。 

    本当は創立１３９年ですが、新校舎落成記念式典を兼ねて開催されました。 

開催日時  平成２７年２月８日（日） ９：３０～ 

開催場所  上長崎小学校体育館及び運動場 

②ブラスバンド部定期演奏会の開催（お知らせ）・・・ポスターを掲示しています。 

開催日時  平成２７年２月２８日（土） 午後１時開場 午後１時３０分開演 

開催場所  長崎市民会館 文化ホール 

（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３３号（1/８）～第３６号（1/３０）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 

   風頭桜まつり点灯式  ３月２４日（火）午後６時～  ぼんぼりは３/２０（金）に点灯されます。 

（１１）消防団（第７分団） 

   消防団員を募集しています。消防分団建物前にも募集の「のぼり」を立てています。 

（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広報誌「ほほえみ」第４１号（Ｈ２７．１）発行 

      内 容 ア．高齢化社会になりました。ホームドクター（かかりつけ医）を持ちましょう。 

イ．大きな病院へは、「かかりつけ医」からの紹介で受診しましょう。 

ウ．どの診療科にかかったらよいか分からないとき、「かかりつけ医」が適切な診 

療科を教えてくれます。 

     「かかりつけ医（登録医）」を紹介します。 

済生会長崎病院 地域連携推進室 Tel ０１２０‐５４８‐３９８（通話料無料） 

   ②健康講座 

２月２１日（土） １０：００～１１：００  やりたくない、でも、知っておきたい透析療法 

                               （腎臓内科医師 坂井 正裕氏） 

３月２１日（土） １０：００～１１：００  知らないと損する麻酔のはなし 

                               （麻酔科医師  津田 敦 氏） 

（１４）上長崎地区ふれあいセンターについて 

   ①運営委員会を開催します。 

  開催日  平成２７年２月２０日（金） １３：３０～１５：３０ 

  議 題   １．運営委員会の委員、役員の選定について 

         ２．会則の一部改正について 

   ②認知症サポーター養成講座の開催・・・１月に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。 
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  開催日  平成２７年２月２１日（土） １４：３０～１５：３０ 

  場 所   ２階第一研修室 

  主 催   片淵・長崎地域包括支援センター 

  受講料  無料 

（１５）その他議題（お知らせ） 

   ①長崎市公会堂「残さんば！長崎市公会堂」トークとライブの開催・・・チラシ掲示済み。 

※３月末廃止が条例で決まりましたが、トークとライブが開催されます。 

「２０１５ 公会堂 未来に伝えよう ☆トーク＆ライブ♪」（入場無料） 

  開催日  ２０１５年２月１５日（日） １３：３０開演 

  場 所   長崎市公会堂 

  トーク   建築家が語る長崎市公会堂の未来絵図 

  ライブ   長崎民謡舞踏連盟、かとうフィーリングアートバレエ、Yuzuee 

  主 催   長崎市公会堂存続支援会議 

   ②「俘虜追悼碑」が香焼に建立されます。 

「福岡俘虜収容所第２分所犠牲者追悼碑」 ９月１３日（日）建立式 

戦時中、香焼町の香焼中学校敷地内に国内最大規模の俘虜収容所があり、収容所で 

７２名の外国人（オランダ人４０名、イギリス人２１名、オーストラリア人６名、アメリカ人 

５名）が亡くなられました。亡くなられた７２名を追悼する碑です。 

   ③４月２６日（日）に行われる市議会議員選挙の推薦依頼が「上長崎地区自治会協議会」 

     にあり、承認されました。 立候補者 井原 俊也 氏（５１歳） 

現住所は長崎市平間町ですが、片淵４・５丁目自治会会員です。 

   ④新大工町に駐輪場（２８台）を開設。  ２/１（日） ジィフルサンの近く 利用料１００円 

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・・・特にありません。 

   ・リサイクル担当 

    〇プラゴミを出す時、まだ二重包装が見られます。必ず、黄色の袋に直に入れて下さい。 

    〇ゴミ出し（分別）の表を確認してください。 

    〇アルミ缶は住居棟階下の指定場所に出す事。 

（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 

     １月  １/１０ （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。 

     ２月  ２/１４ （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。 

  ②１月の資源物トラック積み込み作業のあと、正月飾りを片づけました。（1/10） 

    次回飾り付けの参考のために「クリスマスツリー飾り」と「正月飾り」の写真を撮っています。   

（４）あつまろう会 

   １月の取り組み  茶話会で楽しく過ごしました。 

   ２月の取り組み  ２月初めは折り紙で賑やかになると思います。 
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（５）防災、安全の取組み 

  ①３月の班長・役員会は「防災についての講演」に取り組みます。 

３月５日（木） １９：３０～    講師 長崎市防災危機管理室 

  ②防災一斉放送を実施します。 

３月８日（日） 5 分程度 午前、午後の２回。 

（６）会 計・・・別紙により報告します。 

（７）情報提供 

   ①ランタンフェスティバルの開催と「旧香港上海銀行長崎支店記念館」での催し 

    ランタンフェスティバル ２／１９（木）～３／５(木)  ・・・チラシを掲示し、回覧しています。 

  ②在宅マッサージができます。 

各種健康保険が使える訪問してマッサージをしてくれるところがあります。 

                                         ・・・チラシを回覧しています。 

   （８）会 長 

①今年はインフルエンザにかかった人が全国で２００万人と、過去最高に多く、数か月間して  

５０万人程減り、２月７日には１３０万人になったと、テレビで放送されていました。 

    風邪やインフルエンザにかからないよう、石鹸での「手洗い」と「うがい」をしましょう。 

   かからないためには、「手洗い」と「うがい」が一番の有効な方策の様です。 

  ②上長崎ルートの新バス路線は県営バスの運行で４月１日開始の予定です。 

   １時間に１本運行 ３１人乗り 「お買いものバス」 片道１５０円～１６０円 

   始発・終点  水源地跡～片淵４丁目（経済学部裏通）～上長崎ふれあいセンター前 

            ～諏訪神社前～中央橋～県庁前～大波止夢彩都～五島町～長崎駅南口 

            ～長崎駅前終点・始発 

  ③市選挙管理委員会から当自治会に４月の統一地方選挙の投票日（４/１２、４/２６）に 

   「投票立会人」の推薦依頼（一人）があり、副会長を推薦しましたので、お知らせします。 

    投票立会は、上長崎地区ふれあいセンターで「午前６：３０集合～午後８：００まで」と 

   長時間です。推薦基準に「長時間の立会に耐えうる健康な方を」とありました。 

よろしくお願いします。 

   

４．異動・連絡事項 

    なし 

               １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

～   
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次回開催  平成 ２７年 ３月 ５日 （木 ）  １９時 ３０分から 予定 していま

す。         


