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平成２７年６月度役員会・班長会  

議事報告 

開催日：平成 27 年 6 月 11 日（木） 

１．長崎市からのお知らせ 

（１）無料調停相談会のチラシの回覧について・・・班回覧しています。 

  開催日  平成２７年７月４日（土） １０：００～１６：００ 

  場 所   メルカつきまち ５階ホール 

  主 催   日本調停連合会、長崎調停協会 

 予約不要  相続、扶養問題、土地・建物、労働問題 等 

（２）防火・防災・救急講習等の実施について（ご案内） 

自治会からの要望に応じて実施しています（長崎市消防局長） 

（３）消費生活出前講座について（ご案内） 

自治会からの申し込みにより、悪質商法、消費者被害の実例の紹介、ビデオ上映や寸劇 

を取り入れた講座を実施します。（長崎市消費者センター） 

（４）平成２７年度長崎市リサイクル推進員研修会の開催について（お知らせ） 

開催日  ７月１４日（火） １４：００～８月２６日（水） 

場 所  各地区公民館などで同じ内容の研修会（９０分） 

対象者  リサイクル推進員並びに自治会長 

（５）長崎市いきいき地域サポーターについて（お知らせ） 

自治会で取組むレクリェーション（夏祭り、カルチャー、歴史、まち歩き）などを登録サポーター 

がサポートします。（市民局市民生活部 自治振興課） 

（６）平成２７年度「ながさき住みよ家（すみよか）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・・・５月に文書班回覧しています。 

  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。 

（７）長崎市保健環境自治連合会定期総会が開催されました。 

  開 催 日  ６月１０日（水） １３：３０～ 

  開催場所   市民会館文化ホール （２名出席 自治会長、副会長） 
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           功労者表彰式、総会（H26 事業、収支報告、H27 事業計画）がありました。 

              ・平成２８年７月からごみの分別が変わります。（総会会場でチラシによる周知） 

現在は「燃やせないごみ」の 

  プラスチック製品（バケツ、ハンガー）、 

  ゴム製品（ゴム手袋、長靴、ホース） 

  皮製品（鞄、靴、グローブ） 

が「燃やせるごみ」になります。 

２．上長崎地区自治会協議会報告 

（１）①６月の協議会役員会が開催されました。 

  開 催 日   ６月２日（火） １８：００  片淵３丁目公民館 

                   当自治会出席 ３名 （自治会長、副会長２） 

  （報告）ア． 「まちぶらプロジェクト認定証授与式」６／４（木）がありました。 

           新バス路線「片淵長崎駅前線」の利用が多く、街の活性化が図られたこと 

          が評価され、長崎市から自治会協議会に対し認定証が授与された。 

       イ． ４月に開通した「片淵長崎駅前線」は好評で３１名定員が満員の時もある。 

           「バス増便の要請」（運行時間延長と３０分に１本）県交通局と市都市計画部 

          に提出した。（５／２６） 

②自治会協議会総会が６月２日（火）に開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

          総会出席、当自治会５名（自治会長、副会長２、会計監査、厚生部長） 

   会 長   井原 東洋一  （片淵４・５丁目 自治会長） 

   副会長   田浦 稔     （西山１丁目 自治会長） 

     〃    田川 勝     （片淵４・５丁目 自治会副会長） 

   事務局長 田中 一郎    （片淵３丁目 自治会長代行） 

     ※当自治会から 

       理事４名（自治会長、副会長２、会計監査） 

（２）保健環境自治連合会について 

違反広告物除却巡回 

  ５月の違反広告除却巡回を実施しました。 

           ５／２５（月） ８：４５～（担当２、他自治会から１名） 

  ６月は     ６／２５（木） ８：４５～です。 

（３）社協について 

   上長崎中支部総会が６月２日（火）に開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

             総会出席、当自治会５名（自治会長、副会長２、会計監査、厚生部長） 

   支部長     井原 東洋一  （片淵４・５丁目） 

   副支部長   大澤 和彦    （片淵３丁目） 

     〃      境  民子     （ボンヌール長崎） 

   理事（庶務） 田中 一郎    （片淵３丁目） 

     ※当自治会から 
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       理事２名、評議員２名 

（４）上長崎地区民生委員・児童委員  

片淵４・５丁目担当４名（片淵４・５丁目３、当自治会１） 

（５）防犯協会について 

①総会が５月に開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

   副会長   田浦 稔 

   常任理事 田中 一郎 

②生活安全ニュース「春号」の発行・・・班回覧しています。 

（６）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５月２１日（木）に開催され、以下のことが決まりました。 

 ①H２７年度 役員体制 

    会  長  浦川 基継 

    副会長  早川 明信（片淵中学校 PTA会長） 

      〃   井上 秀人（片淵１丁目東部自治会会長） 

 ②H２７年度予算  長崎市からの補助金 １０９，０００円で運営される。 

 ③１００人一斉パトロール（校区内５コース）の実施・・・チラシ班回覧しています。 

    ７／１（水） １７：５０ 集合 上長崎小学校 運動場 出発 １８：００ 

 ④上長崎小育友会主催「あそびのつどい」への参加  １０／５（月） 

 ⑤校区自治会の同伴下校のＨ２７年度各月担当 

   ボンヌール長崎の担当３回 

        ６／１５（月）１４：４５～ 

       １１／ ９（月）１４：４５～ 

    H２８．３／１４（月）１４：４５～ 

（７）上長崎小学校関係  

①教育週間（授業の公開） 

６月１５日（月）～６月１９日（金） ８：１５～１６：４５ 

②育友会総会が５月１日（金）に開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

 会  長 岩本 亮哉（西山４丁目） 

 副会長 校区各地区代表１０名  

（８）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会）   

総会が５月１６日（土）に開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

   会  長 早川 明伸 

   副会長 高木 紀明 

     〃  山崎 敏郎 

（９）片淵中学校関係（生徒数１６７名）  

①PTA 総会が５月８日（金）に開催され、平成２７年度役員が決まりました。 

   会  長 早川 明伸 
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   副会長 校区各地区代表７名 

②片淵中学校だより「城ノ古址」第７号（Ｈ27.５.８）～第１０号（Ｈ27.5.２９）発行 

（１０）上長崎地区協議会青年部 ・・・特にありません。 

（１１）上長崎地区他の自治会活動  

西山木場町自治会    ほたる祭り ５／３１（日）１７：００  ５／３０雨のため順延 

                        （当自治会参加２） 

（１２）消防団（第７分団） ・・・特にありません。 

（１３）神社関係 （郷土催し物）・・・特にありません。 

（１４）済生会長崎病院 について 

①健康講座の開催・・・チラシの回覧と掲示をしています。 

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

   ７月１８日（土）  １０：００～１１：００  介護保険制度（在宅サービス）について 

                                         介護福祉士 

（１５）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以下の事項が決定された。 

①委員体制（任期２年 H２９．３．３１まで） 

  会   長  浦川 昭市（上長崎地区自治会連合会会長・片淵２丁目東部自治会長） 

  事務局長  大塚 誠  ふれあいセンター所長 

②平成２７年度会計予算 

  長崎市からの指定管理委託料４，９３６，０００円で運営される。 

③事業計画 

  ふれあいセンターまつりの開催  １０／２５（日） 

   （２）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  

（３）イベントの開催・・・チラシ班回覧しています。 

   「ドイツゲームを楽しもう」 

   開催日  ７月１８日（土） １４：００～ 

            １９日（日）、２０日（月） １３：００～ 

 

３．ボンヌール長崎自治会各部報告 

（１）総務 

７月の七夕まつりに向け短冊を１世帯３枚あて配ります。 

「願いごと」を書いて管理人室まで提出をお願いします。折り紙作品の提供もお願いします。 

         締切り ６／２７（土）     管理人室まで 
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（２）厚生部・・・特にありません。 

（３）環境部・リサイクル担当 

  ・環境部 

①６／７（日）９時から自治会大掃除を行いました。 参加状況  

  参加された世帯  ３５世帯 でした。お疲れ様でした。 

  負担金納入世帯  ５２世帯  です。 

 

  ・リサイクル担当 

①５／７（木）燃やせないゴミに電子レンジが出してありました。 

 以前は、燃やせないゴミ袋（青色）に、はいれば出して良かったのですが、現在、電子レンジ 

 は粗大ゴミとして廃棄業者に出すように仕分けされています。ご注意下さい。 

（ゴミ仕分け分類 No．１０）この件は、本人の申し出で処理されました。 

②５／２５（木）「ウレタン」が燃やせるゴミ大袋で２個出ていました。 

 燃やせないゴミ（青袋）として出してください。 

③二重袋やアルミ缶（R 階外階段下カゴ）を出すなど、まだ、マナ‐を守らない人がいます。 

 気をつけましょう。 

（４）婦人児童部 

  古新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶の業者トラック積込み、その他 

    ５月  ５／ ９（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。 

      ５／１０（日）鯉のぼりを片づけました。    

 ６月  ６／１３（第２土曜日） 午前８時～作業します。ご協力をお願いします。 

      ６／２７(土)七夕飾り付けをする予定です。   

（５）あつまろう会 

 ビデオ上映会と外出を予定しています。 

（６）防災、安全の取組み 

  「安全」関係・・・チラシを班回覧しています。 

   ５月のゴミ出しの日に、小雨で足元が濡れていましたが、ゴミステ― 

  ション前の黄色いペンキの「駐車禁止」の表示の上で滑って仰向けに 

倒れ、左肩を強打した人がいます。 

 ペンキ表示の上は滑りやすいので、注意しましょう。 

（７）会 計・・・別紙により報告します。 

（８）会 長 

５月に開催した自治会総会が終了し平成２７年度活動が開始しました。 

総会で承認された平成２７年度の役員の一覧表を回覧しています。 

居住者皆様のご協力をよろしくお願いします。 

（５月の出来ごと） 

飲み薬の飲み合わせに注意しましょう。 

 マンションに住んでいる６０歳代の女性の方が、血圧が高いことが、内科に行って判り、病院

で血圧を下げる薬と利尿剤を処方され、両方の薬を飲み始めたところ、突然意識不明になり、

救急車で病院に搬送されました。搬送された病院で約１日間、意識不明のままだったそうです。

２週間程入院されて、退院されました。搬送された緊急病院で、利尿剤は飲まないで良いと言
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われ、今は利尿剤は飲んでおられません。 

 また、別の方（８０歳代男性）は、夜中に何回もトイレに行くので、頻尿が少なくなる薬を飲み

始めたところ、他の薬も飲んでおられましたが、飲み合わせが悪く、具合が悪くなられました。 

 （薬剤師の話、アドバイス） 

 血圧降下剤と利尿剤を同時に処方することはある。本人の年齢と体重も関係する（同じ大

人でも、体重が軽いと、薬が効きすぎる傾向があり、高齢者は新陳代謝が悪いので薬が長く

効く）ので、初めて飲む薬は、自分にどう効くのか知るために、最初は２分の１飲んでみるとか

が必要ではないかと思う。もし、体に異常があればすぐ医師に相談する。身体に発疹が出た

ときは内臓がアレルギーを起こしているので、呼吸困難になることがある。発疹が出た場合は

緊急に病院に行く必要がある、とのアドバイスがありました。 

 皆さん、薬の飲み合わせには、くれぐれも注意しましょう。 

特に初めて飲む薬の時は要注意です。 

 折しも６月２日、NHK のテレビ番組「ドクターG」で「高齢者の薬の飲み合わせによる病気」の

放送があっていました。その方の症状は何も食べない、話さない（口をきかない）という症状で

した。病名は１０位（鬱の症状、高血圧、食欲不振、不眠など）あって、それぞれの病院にかか

っておられ、処方されている薬が多い方でしたが、「利尿剤」との飲み合わせによる「食欲不

振」「口をきく元気がない」という症状であることが判明した、という内容の放送でした。 

 

 

４．異動・連絡事項 

  １１班  入居（区分所有者） １世帯 

 

 

               ５月の役員・班長会出席状況 

自治会班長出席・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 

○ ○ ○ ○ ○ 欠席 ○ 欠席 ○ ○ ○ ○ 

                                                ～以上～  

  

次 回開催  平成 ２７年 ７月 ９日 （木 ）  １９時 ３０分から 予定 していま

す。         


