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平成２５年５月度役員会・班長会 

議事報告 

開催日：平成２５年５月９日（木）  

１． 長崎市広報報告  
（１）「平成２５年度地域づくり担い手育成講座」の実施に伴う受講者の募集について 

①内   容    チラシと申込書回覧 
②対   象    長崎市にお住まいで、地域のコミュニティづくりや自治会活性化に興味

のある方 
③定   員     ４０名(先着順) 
④申し込み方法  受講希望者本人が回覧の募集案内により、お申し込み下さい。 
⑤申し込み期限  平成２５年５月１７日（金） 

 
（２）平成２５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２５年５月２２日（水）１０：００～１１：４０ 
※悪天候の場合は５月２３日（木）に順延 

②場所 長崎市戸石町「長崎東公園 多目的広場」 
 

（３）「広報ながさき」の配布について（お知らせ） 
①「広報ながさき」は配布代表者に毎月２日までに届ける。各世帯には７日までに配布。 
②５月末に配送する「広報ながさき６月号」と一緒に「防災情報シール」を届ける。 

 
（４）平成２５年度「町立公民館講座」開設の希望申し込みと説明会の開催について 

①長崎市は町立（自治会）公民館（集会所）の活動を支援するために各公民館で開設する

講座の講師謝礼を助成する。 
②説明会 
１） 日時 平成２５年５月１６日（木）１０：００～１２：００ 
２） 場所 市民会館１階大会議室 
３） 内容 ◇平成２５年度町立公民館講座の開設要綱について 
    ◇自治会公民館(集会所)を活用する方法について 

 
（５）長崎市「街を美しくする運動」推進協議会 ２５．８．４「市民大清掃」への参加につい

て 
①自治会長が長崎市環境部へ参加、不参加を問わず実施計画書に記入のうえ、必ず返

送する。（５月１７日（金）まで） 

 
平成２５年５月９日 
Ｈ２５‐２２号  
総務部 
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②長崎市の「簡略版ごみの分け方⑩」チラシ回覧参照 
（６）「長崎市心田菴」オープニングセレモニーがありました。（報告） 

平成２５年４月２７日（土）１３：３０  
 （上長崎地区自治会として、当自治会から４名参加） 

  ※１５：００から一般の入場が始まりました。 
毎年春（花）と秋（紅葉）の季節に有料公開する。その他の期間は場所の有料貸し出し。 

 
（７）平成２５年８月４日(日)「市民大清掃」への参加について（お願い） 

当自治会では独自で年３回清掃活動をやっているので参加しません。 
 

２．上長崎地区自治会協議会報告  

（１）保環連 （長崎市保険環境自治連合会）について 
①平成２５年度第１回常任理事会の開催について（通知） 
１）日時 平成２５年５月２８日（火）１４：００～１６：００ 
２）場所 ホテルセントヒル長崎 
３）議事 ◇平成２４年度会計監査の実施について 

◇平成２５年度長崎市保健環境自治連合会会長表彰受賞者の決定について 
◇平成２５年度長崎市「街を美しくする運動」推進協議会会長表彰候補者の推薦

について 
◇平成２４年度事業報告および各会計の決算報告について 
◇平成２５年度事業計画（案）および各会計の収入支出予算（案）について 
◇平成２５年度（第５８回）長崎市保健環境自治連合会次第等（案）について 
◇役員の選出について  他 

       
②平成２５年度「ポイ捨て・喫煙禁止キャンペーン」への参加について（お知らせ） 
１）日   時   平成２５年６月２日（日）９：００～１１：００（雨天中止） 
２）集合場所   湊公園 
３）コ ー ス   湊公園出発 新地中華街→唐人屋敷跡→湊公園 
４）参   加   常任理事 
             

（２）防犯協会について 
防犯「にしやま」５月号 発行：長崎警察署西山交番 回覧参照 

 
（３）社協について 
４月３日（水） 社協支部長会に於いて 
 ・役員の任期は４年に決定 
 ・先進視察は２年に１回に決定 

 
（４）育成協（片淵中学校区青少年育成協議会） 
運営委員会ならびに総会の案内 
①日時 平成２５年５月１８日（土）運営委員会１３：３０ 総会１５：００ 
②場所 上長崎地区ふれあいセンター１階 第３研修室 
③議題 
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１）平成２４年度活動報告ならびに決算報告 
２）平成２５年度会長・副会長・事務局長・運営委員の選出および承認 
３）平成２５年度活動計画ならびに予算審議および承認 
４）その他 

    
（５）安全ネット（上長崎小学校区子供を守るネットワーク）  

①「総会」のご案内 
  １）日時 平成２５年５月２７日（月）１９：００ 
  ２）場所 上長崎小学校２階図書室 
  ３）議題  １． 平成２４年度活動報告 

２． 平成２４年度会計報告・監査報告 
３． 役員選出について 
４． 平成２５年度活動計画（案） 
５． 平成２５年度予算（案） 
６． その他 

 
②平成２５年度定例パトロール(上長崎小学校同伴下校) 
  「各自治会」当番表 ボンヌール長崎自治会関係 
       平成２５年 ６月１０日（月）１４：４５ 

平成２５年１１月１１日（月）１４：４５ 
       平成２６年 ３月１７日（月）１４：４５ 
 

（６）神社関係（郷土催し物） 
   ①諏訪神社 宮司退任 ※代行される 
   ②西山神社 春の大祭 

１）日時 平成２５年５月１３日(月)１１：００ 
 
（７）消防団（第７分団）・・・欠席のため、報告事項なし 
（８）上長崎小学校関係  
上小だより４月号「季節風」 会長宛配布。 
 

（９）片淵中学校関係  
①入 学 式        平成２５年４月９日（火） 入学 男子３７名 女子１９名 計５６名 
②片淵中学校だより  第１号「城ノ古址」 会長あて配布。 
③体育大会の開催  平成２５年５月１９日（日）  片淵中 グラウンド 
 

（１０）上長崎地区自治会協議会青年部・婦人部 ・・・別にありません 
（１１）上長崎地区他の自治会活動（お知らせ） 

①片淵３丁目自治会長（民生委員会長）「春の藍綬褒章」受章（披露） 
  １）日時 平成２５年６月８日（土）１２：００ 
  ２）場所 ニュー長崎ホテル  ※案内状は後日発送 
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②片淵４・５丁目自治会 平成２５年度年間行事計画書 回覧参照 
（１２）済生会長崎病院について 

済生会長崎病院広報誌 平成２５年４月第３４号「ほほえみ」 会長あて配布。 
 

（１３）上長崎地区ふれあいセンターについて（報告） 
①上長崎地区ふれあいセンター第１回運営委員会が開催された 
  １）日時 平成２５年４月１６日（火）１９：００～２１：００ 
  ２）場所 上長崎ふれあいセンター第３研修室 
  ３）議題 ◇平成２５年度予算：市自治振興課ふれあい係で作成してきた。 承認 

◇事業計画：事業部を設置して事業部長を選任する。 承認 
   内容：センター祭りの開催（１回） 
       センターだよりの発行（４回） 
       成人講座・少年講座開催（２回） 
◇学習グループの認定について 
４月１６日締切りまでに学習グループ申し込みが１９件あり、日時が重なっ

ているため事務局で申し込み者と相談の上決定する（地元優先）。 承認 
◇上長崎地区ふれあいセンター施設利用内規  承認 
◇上長崎地区ふれあいセンター事務局運営内規  承認 
◇その他運営委員の変更 
   長崎市立片淵中学校長 新任の校長へ変更 
   長崎市立上長崎小学校校長 新任の校長へ変更 
◇事業部会員の氏名（運営委員会 会長の指名）決定した。 
   副会長 ３名  会計監査２名  委員１名 
   

②上長崎地区ふれあいセンター運営委員会第１回事業部会 
１）事業部長の選任について(会則第１８条２項) 
   副会長の１名が副会長より推薦され承認される。 
２）今年度の事業について(会則第４条) 
  ◇センター祭りの開催（１回） １１月初旬にふれあい祭りとして地域を中心にして行う。 
  ◇センターだよりの発行（４回） 事務局が担当して５・６月に第１回を発行する。 
  ◇成人講座・少年講座開催 事務局が担当して事業部で検討する。 
  ◇その他 地域コミュニティ活性化事業補助金で、必要な備品を購入する。 
 

３．ボンヌール長崎自治会各部報告  

（1）厚生部 ・安全パトロール：（報告）  
違反広告巡回を実施しました。  平成２５年４月２５日（木）  

（２）環境部 ・リサイクル担当  
①平成２５年６月２日（日）に大清掃を予定しています。多数ご参加ください。  
  近々除草剤を散布したいと思います。  
②リサイクル関係  
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（３）婦人部 ・・・・・  特にありません。  
（４）あつまろう会 ・・・・・ 特にありません。  
（５）児童部  
①平成２５年４月２２日（月）～５月５日（日）の間こいのぼりを揚げました。  
②平成２５年５月３日 (金 )こどもまつりを集会室前でバーベキューをしました。  
  大人５人 小学生４人 高校生１人参加  
③平成２５年５月１１日 (土 )廃品回収の作業を午前８時３０分からやります。お手
伝いをお願いします。  
 

（６）防災担当 ・・・・・ 特にありません。  
（７）地区体育 ・青年部担当 ・・・・・ 特にありません。  
（８）会   計    別紙により報告  
（９）会長  
①自治会の老齢、マンネリ化により、地域の連帯意識の希薄化等の社会的な

現象を生み出し、自治会活動を低迷させる要因とも成ってきています。  
②自治会は組織の充実を図ると共に絶えず他人を当てにすることなく積極的に

何ができるか、できることはやる、を目指して組織に参加してほしい。  
 

※各担当・部長さんは取組みの報告事項と次回予定を毎月２日までに会長

へ提出をお願いします。（会長自宅の郵便受け）  
 

４．異動・連絡事項   
    別にありません。 
          

  ４月１１日の役員・班長会出席状況  
４月の自治会班長出席・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 
○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 

次回開催  平成２５年６月１３日（木）１９時３０分から 予定していま

す。  

◎ 平成２４年度自治会総会の開催の予定 

５月２６日（日）９：３０～ 集会室  議案は５/１１配布予定です  

  ～以上～      


