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平成２７年３月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 27 年 3 月 5 日（木） 

１．長崎市からのお知らせ 

（１）平成２６年度自治会広報ながさき等配布およびリサイクル活動謝礼金の振込につ

いて 

１．振込日     平成２７年３月５日（木） 

２．振込み金    広報ながさき等配布謝礼金 

            リサイクル活動謝礼金        

（２）「自主防災だより No.２６」の送付について・・・回覧しています。 

（３）「第２９回ながさきグリーンキャンペーン」の開催について・・・チラシを回覧しています。 

「緑とのふれあい」をテーマに会場では植木、鉢花、園芸資材等の展示即売のほか、 

「ふれあいコンサート」「ものつくりコーナー」「壊れたおもちゃの原則無料診断・修理」 

「軽食コーナー」などご家族で楽しんで頂ける多彩なイベントを企画しています。 

 １．開催期間 平成２７年３月１３日（金）～平成２７年３月２２日（日） 

 ２．開催時間 午前９時 ～ 午後５時 

 ３．開催場所 市営陸上競技場（松山町） 

（４）長崎市公共施設マネジメントシンポジウムの開催について・・・チラシ回覧しています。 

１．シンポジウムテーマ 

  「未来の子供たちのために  ～公共施設でまちづくり～」 

２．開催日時  平成２７年３月１９日（木） １４：３０～１６：３０ 

３．会 場    長崎市立図書館 多目的ホール（長崎市興善町１‐１） 

４．主 催    長崎市資産経営室（Tel ８２９‐１４１２） 

５．申込締切  ３月１３日（金） 

（５）『平成２７年国勢調査』の実施について（お知らせ） 

１．調査基準日   本年１０月１日（木） 

２．書類等配布   ９月上旬～下旬 

３．調査票回収  １０月上旬～下旬 
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（６）「地域活性化シンポジウム」にかかる周知について（お願い）・・・２月に回覧していま

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 

                 （問合せ先 生涯学習課 Tel ８２９‐２０４４） 

（７）ランタナ通信（長崎市市民協働推進室） 

講演会の開催 

 「すべての子どもに機会を すべての子どもに夢を」 

  日 時  ３月１５日（日） １３：３０開場 １４：００開演～１６：００迄 

  場 所  市立図書館 多目的ホール 

  講 師  今井 悠介 氏 

  申込み  市民協働推進室へ（Tel ８２９‐１１２５） 

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）３月の協議会役員会が開催されました。 

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

            当自治会  ３名出席 （自治会長、副会長２） 

会議の冒頭、協議会会長（井原氏）から上長崎小学校の「創立１４０年、新校舎落成記念 

  式典」（２/８）の開催について、取組の経過と記念碑について問題点の説明がありました。 

問題点 

   ① 「記念式典」の取組みは当地区自治会協議会には何の相談もなく執り行われた。 

    上長崎地区は自治会が２つに分かれ、地区内の自治会連合体が「地区自治会連合会」 

    と「地区自治会協議会」がある。両方から校区内小学校として児童が上小に通っている。 

     「創立１４０年記念実行委員会」は委員長（PTA 会長 浦川基継氏）、校長 若松和彦氏 

    を中心に運営され、記念式典の取組みの報告と寄付金のお願いについての自治会への 

    呼びかけは、PTA 会長が所属している自治会連合会内にだけ行われ、寄付金を集め 

    実施された。 

   ② 校庭に「創立１４０年記念碑」が２月と刻まれ、建てられたが、開校は明治９年１０月、 

    長崎村中川郷の鳴滝小学校（上小の前身）であり、今年９月末までは１３９年目である。 

    １４０年ではない。 

   主催者と記念式典に出席した長崎市教育長には年数を誤った「記念碑」の今後の扱いに 

   ついて質問書を発送した。回答を求めていく。との説明があり、協議会として了承しました。 

（２）保健環境自治連合会について 

  違反広告物除却巡回 

２月の違反広告除却巡回を実施しました。 

         ２/２５（水） ８：４５～（当自治会 担当２名、他自治会から参加なし） 

３月は     ３/２５（水） ８：４５～です。 

（３）社協について 

  平成２６年度社会福祉協議会上長崎中支部役員研修会の実施（施設見学） 
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３月２９日（日）  １２：００～１３：００  施設：プレジールの丘（元ホテル東明） 

（４）防犯協会について・・・「生活安全ニュース」 

  ①「子供の安全確保にご協力を！」（号外 H27.2.9） 

    和歌山県内において、２月５日（木）、小学５年生男子児童が犯人から胸を刺されるなど 

    して殺害される事件が発生しました。 

    模倣として長崎県にも波及するおそれがありますので、子供の安全確保のため地域住民 

    の方のご協力をお願いします。 

・登下校時等の見守り 

・不審者、不審車両発見時の 110 番通報 

・在宅時でもカギかけを徹底 

・地域住民の挨拶による「一声、声かけ」の推進 

・子供の外出時は出来る限り送迎し、子供の安全を確保する。 

    などを実施し、見守りの強化をお願いします。 

  ②長崎県立長崎北高の家族が狙われています。（号外 H27.3.5） 

 振り込め詐欺が息子や会社の社員を名乗り、「会社のお金を使い込んだ。」などで 

 「現金を持って、羽田空港まで来てほしい。お金は返すから。」という内容です。 

 （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） 

   ３月の上長崎小学校同伴下校  ３月１６日（月） １４：４５ （担当 他の４自治会） 

（６）上長崎小学校関係 

  ①卒業証書授与式   ３月１９日（木） １０：００～ 

（卒業児童  男子２５人  女子３６人  合計６１人） 

  ②入学式         ４月８日（水）  １０：００～   

（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） 

  ①卒業証書授与式   ３月１７日（火）  

  ②入学式         ４月７日（火）  

③学校だより「城の古址」の発行 

 〈第 37 号(2/7)、第 38 号その 1（2/13）、その 2（2/13）、第 39 号（2/20）〉 

（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 

   木場町自治会（報告）  木場町公園完成式（再整備）記念式典２月２８日（土） 

   風頭桜まつり点灯式   ３月２４日（火） 午後６時～ 

（１１）消防団（第７分団） 

  ①長崎市消防殉職者追悼式が執り行われました。 

２月１７日（火） （明治以来１９７柱） 

   ②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。 
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（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 

   健康講座    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運営委員会が開催され、委員、役員の選任について協議されました。 

  開催日    平成２７年２月２０日（金） １３：３０～１５：３０ 

  協議内容  副会長の配置数について 

    現行会則では「若干名 当面は３名とする。」を次年度「３名とする。」に決定し、 

    会則が一部改正されます。次年度となる平成２７年４月１日から施行されます。 

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 

４月の役員班長会で「AED」勉強会を行います。 

   ・リサイクル担当 

    〇資源ゴミの袋（グリーン）にプラスチック植木鉢が入れてありました。 

プラスチック植木鉢は燃やせないゴミ（青色）です。 

    〇ビニールのテーブルクロスは燃やせないゴミ（青色）です。プラゴミ（黄色）ではありません。 

    〇仕分けが分からないものは燃やせないゴミ袋（青色）に入れて出してください。 

（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 

     ２月  ２/１４ （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。 

     ３月  ３/１４ （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。 

          ３/２８（土） 小学生児童歓送迎会（新１年生、６年生、入学・卒業お祝い）  

（４）あつまろう会 

   ３月の取り組み   お花見を予定しています。 

（５）防災、安全の取組み 

   「防火」について、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）会 長 

  ①最近、上長崎地区で、入浴中に浴槽で亡くなる事故が続いています。 

     １月に５７歳の女性の方が、浴槽で発作を起こし亡くなられています。 

すぐ近くの部屋に家族がおられながら、気づくのが遅く、助かりませんでした。 

     事故防止のために、入浴の途中で声掛けする、浴槽のお湯を腰の高さ位にする。等、 

死亡事故にならない方法を考えてみましょう。 

 浴槽の中の人を助けるには、先ずお湯を抜かないと、重くて引き上げられないそうです。 

引き揚げたら、身体を拭いてあげて、１１９通報と心臓マッサージ（ADE）が必要です。 
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  ②「おひなさま」を集会室に飾っています。 （２/２０～４/３） 見に来てください。 

４．異動・連絡事項 

    なし 

 

               ２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 ２７年 ４月 ９日 （木 ）  １９時 ３０分から 予定 していま

す。         


