
桔梗が丘 自治連合協議
△
)フヽ

平成23年度 第 1回 理 事 会 議 事 録

場  所 枯梗が丘公民館 ・202号 室

日  時
平成 23年 5月 28日 (土)

9:30-1 1 10

出 席 者

出席者 ・辻森、大垣、梅木、河合、

加納、森永、山中、松村、

欠席者 阪木、東Wi.|「。

上回、小幡、野邊、高槻、廣同、竹原、吉野、

団合監事、谷りI地域担当員、中森地域担当員。

議 事

決議事項

1 議事録署名人

2 平成 23年 度桔

梗が丘夏まつ り開催

に関する件

大垣総務委員長が可会を務め会議が始|にった。

辻森会長から開会の挨拶があり、り7しい体11でスターとした。今年 1年 間意義

のある会議を通じて、より良いまちづくりに貢献できるよう一緒に頑張って行き

たいと述べた。

議事の前に、名張警察署 桔梗が丘交番村松所長から、最近の桔梗が丘地区で

の盗難事件の発生状況について説明があり、防犯へ地域の協力依頼があった。

要旨

1 スタッドレスタイヤの盗難が多発。当初の発生地域は桔梗が丘に集中して

いた。

2 鍵のかかっていないガレージが狙われる。

3 パ トロールを強化しているが、地域の協力をお願いする。

4 6月 の交番便りに記載しているので、回覧をしていただきたい。

引き続き、盗ell防止の為の意見交換があった。

引き続き辻森会I議が,t長となり審議がll・■った。

本会議の議事録路 人に森永憲二氏、1公村rll氏の2氏 を指名することに決した。

廣岡住民交流部会長から、平成 23年 度桔梗が丘夏まつり開催要領について、

別添資料にもとづき概ね次のような説明があった。

結梗が丘夏まつりは、桔梗が丘商店街で開催するようになって 8回 日となるが、

ほぼ例年通りの内容で実施する事とした。概要は以下のとおり。

1 子どもから大人まで地域住民が参加 し、模擬店や盆踊りを中心に楽しみ親

睦を深める.ま た、他地域の人々に住民交流の様子を発信する。

2 開催日 平成 23年 8月 20日 (土)

3 時 間   16:30～ 21:00

4 場所  メイン会場として商店街の道路を歩行者天国に。

5 内容  模擬店、盆踊り、吹奏楽パレー ド、ア トラクション、模擬店利用
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2 協議会活動用ベ

スト作成に関する件

報告事項

1 名張市地域経営

室へ平成 22年 度事

業報告書及び決算報

告書並びに平成 23

年度事業計画及び事

業予算書の提出につ

いて

券の各戸lL布

木1り

"は

|にル(店利用募を 11F30()「 ]分配付する事とした.

・本年度も実行委『1会を立ち上げ実施する。本部役員及び作業部会の役割分担

案は資料記載のとおり。

・駐車場は例年通り、シャ トルバスの運行は 16時 から21時 の間にする。

まつり開始後の通行車両用の 「通行許可証Jを 発行する。

・ごみ対策、会場警備は例年 どお りの体制。夫適環境部会、生活安全部会の協

力をお願いする。

・模擬店の出店者会議を7月 18日 (祝・月)に 開催

・盆踊り練習を7月 31日 (日)、 8月 7日 (日)の 2回 開催。

引き続き議長は、出席者の意見を求めた。

吉野生活安全部会長 :会場警備にあたり、要員の協力要請をするのでご協力願

いたい。事前に割 り振 りさせていただく。消防団の協力もお願いする。

高槻健康推進部会長 :本年度は事前に構成を決め、混乱の無いようにしたい.

模擬flのごみは各lFが責任をもつて処理してもらうよう徹底する。

・事務局で41tの 名簿を整理 して、事前に割 り振れるようにする。 6月 の自治

連合会にll●いて払:案する。    
‐

・協賛金の依頼について、 6月 5日 に各自治会 (区)長 に昨年の名簿を配付 し

て、事前にチェックしていただく。その後郵送等することにする。

その他、特に意見は無く、平成 23年 度桔梗が丘夏まつり開催の件は、全員異

議無く承認された。

山中事務局長から、協議会の事業活動時に着用するベス トを作成するにあたり、

東 レアルファー ト榊及び森島商事の 2社 に見積書を依頼 し、見本を 3点 掲示して

いると説明があつた。

見積金額、見本品を元に検討 した結果、東レアルファー ト線のオールメッシュ

制ベス ト、価格 2, 310円 (プリン ト代、消費税込み)を 400着 発注するこ

とに決した。

山中1'務局1(か
')、

71張市長 (名張市地域経営室経由)へ 平成 22年 度事業報

告書及び決算報ri JI並びに平成 23年 llk事業計画及び事業予算の提出を行つた

旨、別添資料にもとづき報告があつた。

各報告書の内容は自治連合会、理事会、平成 23年 度定時総会での承認された

ものである旨、述べた。

尚、平成23年 度の交付金 10, 285, 200円 (基本額、コミュニティ活

動費、特別交付金)は 6月 中には交付される予定であると、合わせて報告があつ

た。



2 名張市教育委員

会へ平成 22年 度公

民館事業報告書及び

決算報告書並びに平

成 23年 度事業計画

及び事業予算書の提

出について

3 公民館運営審議

会委員の委嘱につい

て

4、 地域内における

スタッドレスタイヤ

等の盗難多発対策に

つ0 てヽ

5 定時総会時の質

問に対する回答につ

υヽコご

6 平成 23年 4月

の協議会会計、公民

館会計の収支累計表

について

7 名張市 「生ごみ

資源化試行事業結果

報告書Jに ついて

山中事務局長から、名張教育委員会へ平成 22年 度公民館事業報告書及び決算

報告書並びに平成 23年 度事業言「口1及び1'業予算の提出を行つた旨、別I添資料に

もとづき報告が1)った。

各報告書の内容は公民館長から、自治連合会、理事会、平成 23年 度定時総会

で報告し、承認されたものであることが合わせて報告された。

引き続き議長は、出席者の意見を求めた。

辻森会長 :協議会事業に地域文化の継承、創出というカテゴリーがあるが、結

梗が丘地域の各地区で開催されている 「夏祭り」行事を、こうした範疇に提えて

いきたいとの考えを述べた。

辻森会長から、公民館管理運営規程第 13条 に基づき平成 23年 度の公民館運

営審議会委員に次の方を委嘱した旨、報告があった。

辻森保蔵氏、大垣孝彦氏、梅本久子氏、人隅了子氏、森永憲二氏、山中晃氏の

以上 6氏

吉野生活安全部会長から、冒頭、名張警察署結梗が丘交番所長の説明のとおり、

最近当地区で盗難事件が多発 t′ていることに鑑み、地域内に注意喚起の回覧を6

月に行 う。内容については添付資1'「を参照されたいが、発生地域、各戸の注意事

項を追加記載する旨、報告があった。

出席者の意見交換の結果、報告のとおり作成することが了承された。

引き続き、桔梗がEE西で5月初旬に2回連続で不審火があったので、意見交換

の結果、別途に注意喚起の回覧をしてはどうかと提案があり、了承された。

議長から、平成 23年 度定時総会で6番町の大野氏から評議員経由で出された

質問状に対して回答をするが、質問内容はこれまでのものとはぼ同様であること

から、役員会に一任されたいと述べ、了承された。今後この種の請求に当たって

は、所定の用紙(様式)に基づくもののみ受付けると報告があった。

松村事務局次長から、平成 23年 4月 末現在の協議会会計及び公民館会計の収

支累計について、協議会会計は快適環境部会のごみクリーン作戦の費用、地域福

祉部会のいきいきサロン補助金を支出。公民館会計は月次の支出のみ。詳細につ

いては別途資わ‖こもとづき報告が |・2った。

lt■森会長から、名張市が昨年 10月 1日 ～ 12月 23日 まで実施した 「生ごみ

資源化試行事業Jの 結果報告書が先日届けられたので配付をした。詳細は6月 9

日開催のまちづくり地域代表者会議で説明がある。従つて6月の自治連合会、理

事会で報告する。

尚、生ごみ資源化の分男1収集については、当桔梗が丘地区に於いては反対して

いく方向にあることを了承されたい、と述べた。



8 各委員会、部会

報告

く教育文化部会>

く生活安全部会>

く広報委員会>

く快適環境部会>

河合理事から、昨年試行事業に参加してみたが、住民の反応は余り良くなかつ

た (異臭がひどい)と 報告があつた。

竹原教育文化部会長から、部会活動について別添資料にもとづき概ね次のよう

な報告があつた。

・5月 19日 定例部会を開催し、枯"ず セミナーの開催について検討した。

料理 :講師の方の計習会を6月 29日 (木)開 催する。

手芸 :環集学年 1～ 6(年)――→ 3～ 6(年 )に変更 (防災ずきんを作る)。

科学 :テーマ 「‖L震大]・ 日本Jど 科学遊び

・ 部会終 r後、秋の 「こころの思い発表会」の参カロ依頼に学校訪問

・ 。その際、桔梗が丘中、北中の校長から吹奏楽部の運営費用について苦労し

ていると訴えられた、と述べた。

「私の一ll文庫Jが 公民館のギャラリーで、奇数月の第3土曜日に子ども達に

読み聞かせ会を開催することになつた旨、報告があつた。

吉野生活安全部会長から、部会活動について月1添資料にもとづき概ね次のよう

な報告があつた。

1 普通救命講習会を5月 21日 51催した。参加者は14人 (男9、女 5)で

講習内容は資料記載のとおり。これで累計の参カロ者は221名 になつた。

参加中し込みを次回から、公民館窓日で電話申し込みに変更する。

2 青色回転灯装着車による防犯パ トロールを3回 (5日 、20日 、25日 )

実lt~した。(15日 は都合により中止。)

野邊広報委it長から,、委員会lT動について別添資料にもとづき概ね次のような

報告があつた。

1 6月 に発行する 「ききょう通信Jの グラ刷りを配付したので確認いただきた

い。原稿をお願いした方々には感謝する。定時総会の記事を中心に掲載した。

8月 は防災関係及び各部会の活動を重点的に取り上げたい。

2 ホームページの更新が遅れていたが、先日作業をした。皆さんもアクセスし

ていただきたい。今回は会長挨拶、定時総会の内容を掲載した。これからも

適時更新して行きたいと考えている。

「ききょう通信J及 び 「協議会ホームページJに ついて、理事の皆さんのご意

見を反映させていくため、どんどんご意見を広報委員会にお寄せいただきたい、

と述べた。

力腑 快適環境部会長から、部会活動について概ね次のような報告があった。

5月 8日 (日)に グリーンカーテン運動の一環としてのゴーヤ苗を配付した。



く総務委員会>

く地域福祉部会>

く桔梗が丘公民館>

2000株 を3箇所で配付したが、大きな混舌Lも無く無事終了した。

7月 23(日 )の ゴーヤ料理教室には今話題の相可高校の料理学科の村林先生

と生徒を招いて開催するが、話題になると思う。

6月 には次の2つ の行事を予定している。 6月 5日 (日)ク リーン大作戦の清

掃行事、3番町が団体参カロする。 6月 11日 (上)に はたる観賞会を南公民館と

シャックリ川で 191与から行うことになっていると、述べた。

大垣総務委員長から、5月 22日 (H)ま ちづくりの講演会を実施した。参加

者がすこし少なかったが、大変有益な意義のある内容であつたので、今後も開催

を検討して行きたいと、報告があつた。

6月 12日 (日)にまちづくりの先進地事例の現地研修会を実施する予定をして

いる。参加枠はまだ余裕があるので、都合のつく方はご参カロいただきたいと述べ

た。

梅本地域福祉部会長から、明日、5月 29日 (日)に公民館講堂で 「高齢者のつ

どいJを 開催する。民生委員と各自治会(区)長の協力を得て実施するがよろしく

お願いしたいと、述べた。高齢者の参加予定者数は185名 。

森永公民館長から、 6月 に
'公

民館夏期講座」のチラシを各戸配布をお願いす

る。また皆さんのご参加をお待ちしていると、述べた。

以上で議事は終 rt た́。

次回理事会は、平成 23年 6月 25日 (土)午 前 9時 30分

場   所  桔梗が丘公民館 202号 室

議

議事録署名人

議事録署名人

讀会長 副会長 総務委員長 書記

③ ④ 〔:)


