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平成２７年４月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 27 年 4 月 9 日（木） 

１．長崎市からのお知らせ 

（１）自治会組織調査票（三種類）等の送付について 

１．自治会組織調査票 

２．「広報ながさき」配布に関する調査票 

３．防災に関する調査票 

以上、三種類の調査票については自治会役員が記入し市自治振興課へ送付しました。 

（２）「自治会広報ながさき等配布謝礼金」について（お知らせ） 

自治会へ配布をお願いする文書が増加傾向にあるので、平成２７年度から配布謝礼金を 

増額します。 

  平成２６年度まで  一世帯当たり  年額５８８円 

  平成２７年度から  一世帯当たり  年額６４８円 

 当自治会は 150 世帯で申告しており、謝礼金は年額 97,200 円となり、9,000 円の増額 

 になります。 

（３）情報誌「ながさきジーン！」の贈呈および回覧のお願い・・・情報誌を回覧しています。 

情報誌「ながさきジーン！」第１５号 

  「被爆７０年特別号」 被爆継承の未来を見つめて 

   ・長崎の証言の会 ・長崎被災協被爆二世の会 ・活水高校生（被爆三世） 

   ・瓊浦高校演劇部 ・永井隆 執筆道具 ・おもてなしキッチン「浦上そぼろ」 

（４）平成２７年度長崎市総合防災訓練の見学について（依頼） 

１．日 時   平成２７年５月１９日（火） １０：００～１１：４０ 

２．場 所   長崎市香焼町１５０１番地 「㈱テツゲン香焼地区社有地」 

３．送迎ﾊﾞｽ  各号車 定員５５名  

         行き  公会堂前 ８：２７発（５号車） ８：２９発（６号車） 

         帰り  帰りは行きと同じコース。訓練会場を１２：１５出発 

４．申込締切  ５月７日（木）  ※希望者は自治会役員まで。 

（５）リサイクル推進活動の平成２６年度報告書及び平成２７年度計画書の提出について（お

願い） 

提出期限   平成２７年４月３０日（木） ※リサイクル担当が報告書に記入し提出します。 
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（６）選挙管理委員会から選挙啓発ポスターの掲示について（依頼）・・・ポスター掲示してい

ます。 

①長崎県議会議員一般選挙  投票日 ４月１２日（日） （４/ ３～掲示） 

②長崎市議会議員一般選挙  投票日 ４月２６日（日） （４/１３～掲示） 

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）４月の協議会役員会が開催されました。 

開 催 日   平成２７年４月２日（木） 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 

①違反広告物除却巡回 

  ３月の違反広告除却巡回を実施しました。 

           ３/２５（水） ８：４５～（当自治会 担当１、他自治会から１名参加。） 

  ４月は     ４/２５（土） ８：４５～です。 

 ②長崎市保健環境自治連合会 定期総会の開催 

開 催 日 平成２７年６月１０日（水） 

（３）社協 について 

   ①上長崎中支部役員研修会があり､福祉施設「プレジールの丘」（立山２丁目）を見学（３/２９） 

研修参加２２名。（当自治会から５名参加） 

 「プレジールの丘」では、自宅に居るような介護をモットーに、食事、入浴、施設のバスで 

外出等、気配りの行き届いた介護をされている。 

 建物は長崎港と女神大橋が正面に見える高台にありました。 

 入所を待っている希望者は現在８０名、短期入所とデイケアサービスについては数人受け 

入れる余裕がある、という説明がありました。 

（４）防犯協会について・・・「生活安全ニュース」（号外 H27.3.26） 

   ハガキによる「契約係争通知書」には要注意！ 

   県内全域で、送付されてきたハガキに関する相談が警察署にあっています。 

   詐欺ですから、注意しましょう。 

被害防止のポイント 

 ◎ハガキに書かれている連絡先に問い合わせをしない。 

 ◎身に覚えがない料金の請求は無視する。  

（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） 

  ４月の上長崎小学校同伴下校  （担当 他の４自治会） 

（６）上長崎小学校関係 

  入学式がありました   ４月８日（水）  

５７名（新一年生 当自治会は ２名です）    

（７）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会） ・・・ニュース「こんぴらさん」回覧していま
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す。 

  育成協だより「こんぴらさん」発行(H27.3.13) 

（記事）この一年間、取り組んだこと「ちゃんぽん作り（郷土料理）」、「あそびのつどい」など 

    紹介。 

（８）片淵中学校関係（生徒数１４５名 男子８２名 女子６３名）   

  ①入学式がありました。     ４月７日（火） 

   （中学一年生 当自治会は １名です。）  

  ②片淵中学校だより第４０号（Ｈ27.3.6）、第４１号（Ｈ27.3.13）、第４２号（Ｈ27.3.24）発行 

（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 

   金比羅公園旗揚げ祭り  ４月２９日（水・祝） 午前１１時～午後３時 ・・・ポスター掲示 

（１１）消防団（第７分団） 

  ３月にボヤで２回出動した。 

１件は立山でボヤ騒ぎ。（実際は湯気に煙感知器が反応した） 

１件は「西片橋」側理髪店下建物ボヤ。（タバコ吸殻から出火） 

（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４２号発行（Ｈ27.4） 

  ア．新院長（４月から） 衛藤正雄 氏 

  イ．初診時選定療養費の負担額（紹介状が無く来院した場合）の変更   

        ３，２４０円（４月から） 

  ウ．ボランティアを募集しています。 

②健康講座   済生会病院 管理棟１階研修室   

毎月第３土曜日 １０：００～１１：００ 

 ４月  ４／１８（土） ガン化学療法ってなあに。 

 ５月  ５／１６（土） 医療と福祉のお話 

 ６月  ６／２０（土） 高齢者医療のお話 

③「春の公民館講座」 中央公民館 視聴覚室 

毎月第２土曜日 １０：００～１２：００ 

 ４月  ４／１１（土） 日常生活でのいろいろなケガ、変性疾患 

 ５月  ５／ ９（土） ペースメーカーのとっても役に立つおはなし 

 ６月  ６／１３（土） 産婦人科の病気のおはなしーこんな症状ありませんか？ 

（１４）上長崎地区ふれあいセンターについて 

   ①「ふれあいセンターだより」発行（Ｈ27.4.1）・・・回覧しています。 

②講習会の開催 

 ア．生ごみ堆肥化講習会（無料） 

   毎月第４日曜日  午後１４時～１７時  主催 市廃棄物対策課リサイクル係 
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 イ．長崎おもちゃ病院（原則無料で壊れたおもちゃを診察・修理します。） 

    ４月１８日（土）  １０時～１３時 

③上長崎地区新バス路線≪水源地跡（片淵）～長崎駅前≫時刻表・・・回覧しています。 

   始発＝水源地跡 ９：３０ ～ 毎時３０分発、 最終便１５時３０分発 

    ※終点「長崎駅前」には毎時５１分着です。（所要時間２１分間） 

３．ボンヌール長崎自治会各部報告 

（１）厚生部 

厚生部 部長のご挨拶 

 １年間大変お世話になりました。 敬老会・準備などでは初めての経験でした。  

皆さんで楽しく、わき合いあいで、楽しい時間をすごさせて頂きありがとうございました。 

（２）環境部・リサイクル担当 

   ・環境部 

本日、午後７時半より、AED 勉強会をおこないました。 

   ・リサイクル担当 

３/１２（木） プラゴミ（黄袋）にプラの洗濯カゴがありました。燃やせないゴミです。 

        二重袋で出ていました。必ず、プラゴミは直入れにして下さい。 

３/２３（月） 燃やせるゴミにプラの弁当入れがありました。 

３/２６（木） ビニール傘のビニール部分がプラゴミに出してありました。 

燃やせないゴミです。 

４/ ２（木） 蛍光管入れに電球がありました。電球は新聞紙にくるんで燃やせない 

        ゴミへ。 

新聞紙がまとめて燃やせるゴミにありました。新聞紙は資源物です。 

       土曜日に資源物倉庫へ。ご協力をお願いします。    

（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等 

    ３月  ３/１４ （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。 

４月  ４/ ２ 管理人に缶ふみ謝礼（ビール券）を渡しました。 

          ４/１１ （第２土曜日） 午前８時～積込み予定です。ご協力よろしくお願いします。 

  ②小学校卒業・入学関係 

     ３月  ３/１９ 卒業を迎えた男子１人に卒業祝いとして図書カードを渡しました。 

３/２８（土） 歓送迎会の予定は参加人数が少なく中止になりました。 

    ４月  ４/ ６（月） 新一年生になる２人に、入学祝いとしての図書カードをプレゼントしま 

した。 

（４）あつまろう会 

   ４月 ・花見をしようと相談しています。（近隣公園） 

・ビデオ上映会をする予定です。 

（５）防災、安全の取組み 

   ３月 ３/８（日） 一斉放送に取組みました。 午前、午後  5 分間程度、各１回。 

「火事の初期消火と避難」、「お風呂浴槽での事故」について 

（６）会 計・・・別紙により報告します。 
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（７）会 長 

今月から平成２７年度になりました。 

平成２６年度の役員班長の皆様、一年間の自治会活動お疲れ様でした。 

 役員を辞めるとの意思表示された副会長１名、厚生部部長、環境部副部長、会計監査１名 

の皆様方には大変お世話になりました。 

副会長を辞めると意思表示された副会長には防災と違反広告巡回を引き続きお願いして 

います。後任のそれぞれの役員については昨年の総会で承認された「役員にはできるだけ   

班長からなる。」ということから、今回スムーズに後任の役員のお願いが出来ました。 

平成２７年度役員の承認は５月開催予定の総会で行われます。 

  総会は５月２４日（日）を予定しています。 

  総会資料は総会開催日の２週間前までに配布します。 

  総会には是非、多数の皆様の出席をお願い致します。  

   

４．異動・連絡事項 

  ６班 １件   入居予定  ４月末から 

９班 １件   賃貸入居  ４月から    

 

               ３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 ５月 １４日 （木 ）  １９時 ３０分から 予定 していま

す。         


