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平成２７年５月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 27 年 5 月 14 日（木） 

１．長崎市からのお知らせ 

（１）春の全国交通安全運動ポスターの掲示依頼について・・・ポスター掲示しています。 

期 間   ５月１１日（月） ～ ５月２０日（水）  １０日間 

スローガン及び重点項目 

 スローガン    ひとりでも まもるよやくそく みぎひだり 

 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 

（２）平成２７年度長崎さるくポスターの送付について・・・ポスター掲示しています。 

（３）防火チラシ「火の用心」の回覧について（市消防局）・・・チラシ回覧しています。 

 チラシ裏面に『自宅でできる「防火診断」チェック表』があります。 

  長崎市内では３月から住宅火災が相次いで発生している。 

  延焼危険が高い斜面地区において、火災時の逃げ遅れを防ぐため、今後、「避難行動 

 要支援者」宅を消防職員が訪問し、火災予防の呼びかけを行う。 

（４）「広報ながさき」の配布について 

各世帯へは毎月７日までに配布します。 

（５）平成２７年度「ながさき住みよ家（すみよい）リフォーム補助金事業」・「安全・安心住ま

い 

づくり支援事業」について・・・文書回覧しています。 

  受付期間   平成２７年４月１日（水）～１２月２８日（月） 

  補助対象   対象となる工事費が２０万円以上（税抜き） 

  補助金額   対象となる工事費（税抜き）の１０％、１０万円を限度とします。 

（６）野良猫の不妊・去勢手術費の助成制度の周知について・・・チラシ回覧しています。 
 申し込み期間 平成２７年５月１日（金）～平成２７年５月末日（申込後、選考があります。） 

 自己負担額  ２，０００円（１頭あたり） 超える金額を市が助成する。 

（７）介護保険制度説明会のおしらせ・・・チラシ回覧しています。 

中央公民館             ５月１５日（金） １０：００ ～ １１：３０ 

上長崎地区ふれあいセンター  ５月２９日（金） １０：００ ～ １１：３０ 
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（８）「平成２７年度国勢調査」調査員の推薦について 

 当自治会から３名を推薦しました。 

 １０班１名（担当１～４階）、１１班１名（担当５～８階）、１２班１名（担当９～１４階） 

（９）市民大清掃の実施について 

実施日   ８月２日（日）  当自治会では６月に清掃をします。８月の清掃はありません。 

（１０）平成２７年度長崎市保健環境自治連合会定期総会が開催されます。 

開催日   ６月１０日（水） １３：３０～ 長崎市民会館文化ホール    

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）①５月の協議会役員会が開催されました。 

  開 催 日   ５月２日（土） 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自治会協議会総会及び社会福祉協議会上長崎中支部総会の開催について 

  開 催 日   ６月２日（火） １９：００～ 片淵３丁目公民館 

                          （参加予定４名 会長、副会長２、協議会役員１） 

（２）保健環境自治連合会について 

違反広告物除却巡回 

  ４月の違反広告除却巡回を実施しました。 

           ４/２５（土） ８：４５～（担当２名、他自治会から１名） 

  ５月は     ５/２５（月） ８：４５～です。 

巡回報告書（撤去した違反広告件数）を毎月２日の自治会長会議で提出することになりました。 

（３）社協について 

  上長崎中支部総会の開催 

  ６月２日（火）  １９：００～ 片淵３丁目公民館 

（４）防犯協会について 

総会が開催されます。  ５月２２日（金）     

（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）  

総会が開催されます。  ５月２１日（木） １９：００～  上長崎小学校多目的室 

（６）上長崎小学校関係  

   ①２月に小学校で執り行われた１４０年記念式典は正当には１３９年目であるので、上長崎 

地区自治会協議会井原会長から、長崎市教育委員会馬場教育長に出されていた「小学校 

の誤った周年行事に関する質問」に対し、別紙のとおりの回答がありました。 

②運動会があります。  ５月２４日（日） ８：５０～１４：３０ 上長崎小学校運動場  

③育友会総会が開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

開催日  ５月１日（金） 会長 岩本 亮哉氏、外副会長１０名 
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（７）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）   

総会の開催について 

   開催日    ５月１６日（土）  １５：００～ 

   場 所     上長崎地区ふれあいセンター 

   議 題     H２６活動・決算報告、H２７役員選出承認、H２７活動計画、予算審議承認   

（８）片淵中学校関係（生徒数１６７名）   

  ①体育大会が開催されます。 

  開催日     ５月１７日（日）   ９：００～    片淵中学校グラウンド   

  ②片淵中学校だより「城ノ古址」第１号（Ｈ27.4.7）～第６号（Ｈ27.5.1）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   

  金比羅公園ハタ揚げまつりに参加しました。約３５０人の参加でした。  ４月２９日（水・祝） 

                                   当自治会から２名参加 

   金比羅公園ハタ揚げまつりは戦後途絶えていましたが、井原協議会会長が上長崎地区の 

  自治会長に呼びかけて、平成５年に復活しました。 

（１１）消防団（第７分団） ・・・特にありません。   

（１２）神社関係 （郷土催し物）  

①西山神社春まつり   ５月１３日（水）  １１：００～ （出席１名） 

②諏訪神社神輿を現在修理に出している。９月には修理が終わって返ってくる。 

（１３）済生会長崎病院 について 

①健康講座の開催・・・チラシ掲示しています。 

   ５月１６日（土）  １０：００～１１：００  医療と福祉のお話  ソーシャルワーカー 

   ６月２０日（土）  １０：００～１１：００  高齢者医療のお話 総合診療科医師 

 ‹特別講座› 

   ５月２３日（土）  １０：００～１１：３０  [こんな症状に注意！脳卒中の初期症状] 

                                         脳神経外科医師 

②西山台にある「済生会なでしこ壮」が全室個室に改装され、４月に落成式があった。 

 これまでの４人部屋はショートステイの部屋になった。 

（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ました。 

   開 催 日  ５月１４日（木）  １５：００～ 

   議   題  H２６決算・事業報告、H２７予算・事業計画 

②介護保険説明会の開催 

   開 催 日  ５月２９日（金）  １０：００～１１：３０ 

③催し「絵本で広がる世界」 

   開 催 日  ６月２１日（日）  １０：００～ 

   場   所  ２階 第１研修室 

   参 加 費  ５００円 
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（１５）その他    

近隣公園を海星高校サッカー部が使用したいとの要望について 

 海星高校から、高校グランドの改修に伴い、近隣公園をサッカー部の練習に使用したい 

との要望が出されている。 

新たに「ゴール」を作り、６月頃から、平日、午後４時から使用したいとのこと。 

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 

①６月の自治会大掃除を実施します。          ６/７（日） ９：００～ 

②大掃除前の除草剤散布をしました。（宮谷、西村） ４/２５（土） 

  ・リサイクル担当 

①４/１６（木）、２３（木）プラゴミの二重袋が数個ありました。直入れをお願いします。 

②４/３０（木）プラゴミに「ウレタン」が入れてありました。燃やせないゴミ（青袋）として 

 出してください。 

  また、プラハンガーや植木鉢用のプラもプラゴミに入っていました。燃やせないゴミです。 

③５/４（月）ゴミ集積場のドアが開いていたので、カラスが中に入って、残飯をあさり、 

 ゴミ袋が破れゴミが散らかっていた。 

 集積場のドアは開けっぱなしにせず、各自、必ず閉めて下さい。 

④毎月お知らせしていますが、まだ、プラゴミを二重袋で出す方が多いです。 

  決まりは守りましょう。 

（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 

    ４月  ４/１１（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。 

５月  ５/ ９（第２土曜日）     〃 

  ②子どもまつり 

ア．鯉のぼりを揚げました。（４/１１土）  （５/１０日）に鯉のぼりを降しました。 

イ．お祝いの図書カードを小学生５人にプレゼントしました。     

（４）あつまろう会 

   ５月 お出掛けランチ会の話しが出ています。どこが良いか、考えています。 

（５）防災、安全の取組み 

  ①市内では火災が３月から立続けに発生しています。 

市の消防局が作成した「火の用心」のチラシを回覧しています。 

チラシ裏面は自宅で出来る「防火チェック表」になっています。 

自宅の安全のためにチェックしてみましょう。 

  ②市役所に「平成２７年度白ペンキ等資材支給要望書」を提出しました。 

テニスコート北側の避難階段（約１８０段）の段々が良く判るように白ペンキを塗ります。 

この階段は片淵４・５丁目住人の避難階段でもあります。 

支給されるのは７月中旬以降になります。（白ペンキ４リットル１０缶、刷毛８本） 

（６）会 計・・・別紙により報告します。 
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（７）会 長 

  ４月の出来ごと 

 当マンションに一人住まいの女性（６２歳）の方が、膝が悪く歩けなくなって、部屋に引き 

こもり、食べ物がなくなり、必死に這って部屋から出て来られたのを住人２人が「普通では 

ない」と気付き結果的には大事に至らずに済みました。 

 日曜日でしたが、地域包括センターと病院数か所に電話し、「入院措置」について相談しま 

した。翌日の月曜日には市役所市民健康部地域保健課から面会に来てもらいました。 

自治会では連絡するご家族の把握が出来ませんでしたが、市役所が探し出してくれて、北 

九州から親族が来られ、本人納得のうえ、病院に入院されました。成人病（糖尿病）にもなっ

ておられて、現在病院で治療中ですので、一安心です。 

 何かの時は「遠くの親戚より隣人」、とつくづく思いました。 

 今月２４日（日）に総会を開催します。総会議案は１０日（日）に配布しました。 

総会には是非、多数の皆様の出席をお願い致します。 

出席届け、委任状の提出をお願いします。 

 

４．異動・連絡事項 

  ６班１世帯   入居   ４月末から    

空き部屋となっている２戸が売りに出されています。 

 

 

               ４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 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

                                                ～以上～  

  

次 回開催  平成 ２７年 ６月 １１日 （木 ）  １９時 ３０分から 予定 していま

す。         


