
百道浜校区自治連合会 平成 18 年度 11 月定例総会 議事録 

 

■開催日  平成 18 年 11 月 4 日（土曜日） 19:05～20:23 

■場 所  百道浜公民館 2 階 

■出席者   

11 月定例総会出欠表       

自治会・委員会名 氏  名 地域役職 出欠 

１丁目１区(イーストステージ 1,2,3,7 棟) 古閑 博 自治会長 出席 

１丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 出席 

１丁目３区(ネクサスシーサイド) 古賀 之士 自治会長 代理 

１丁目４区(サンパティーク) 上山 卓朗 自治会長 欠席 

１丁目５区・６区(センターステージ) 古海 美保 自治会長  出席 

１丁目７区(パークハウス・シャトレシーサイド・スリーエム) 田口 茂夫 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 佐久間みな子 自治会長 代理 

３丁目１区(ヴェルデコート) 織井 由美子 自治会長 出席 

３丁目２区（アクアコート） 井手 慶吾 自治副会長 出席 

３丁目３区(ミサワホーム) 周藤 和利 地区代表 出席 

４丁目１区(ネクサス百道・アルティコート) 柴崎 正廣 自治会長 出席 

４丁目２区(クリスタージュ) 伊藤 芳美 自治会長 出席 

４丁目３区(サウスステージ) 北山 英夫 自治会長 出席 

４丁目４区(戸建） 久永 明 自治会長 出席 

４丁目５区（アトモスももち） 衛藤 良範 自治会長 出席 

４丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー） 柴戸 陸史 自治会長 出席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出理 

ＰＴＡ 中山 聡 同会長  出席 

民生委員 常松 まゆみ 民生委員 出席 

ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 柴崎 正廣 同会長 出席 

体育振興会 尾形 洋之 同会長 出席 
交通安全推進委員会 田中 豊太郎 同会長 出席 
青少年育成協議会 中川  正次 同会長 出席 
老人クラブ 堤  信雄 同会長 出席 

防災対策 

 

大村 繁雄 

宮山 洋志 

同事務局長 出席 

出席 

広報事務 大森 光洋  出席 

 

議 事  柴崎副会長の進行により以下の通り行った 

■ 議  事 

１．餅つき大会（体育振興会：尾形） 

 12 月 10 日（日曜日）に恒例の餅つき大会、校区対抗子供綱引き、献血、大鍋大

会、老人クラブの伝承遊びを行う（資料参照） 



 小雨決行 

 役割分担（メイン、サブ）を決めて事前・当日準備、11 月 25 日 18 時から打合せ

を行う 

 応援として、各自治会から自治会長以外に 2 名ずつ出して欲しい 

 

２．献血の集計（大屋会長） 

 献血は校区の必須事業であり、日曜日に献血バスをお願いしていることもあり、

何とか 100 名以上の献血をお願いしたい 

 問診の結果で献血できない歩留まり（約 60%）を考えると、170 名以上に参加し

て欲しい。各自治会から 10 名以上の参加をお願いしたく、献血予定者のリストを

是非とも提出して欲しい 

 献血した方には、大鍋料理を無償で差し上げるほか、粗品（市指定ゴミ袋）等を

差し上げる 

 

３．公民館文化祭（梶山館長） 

 11 月 18～19 日に第 7 回文化祭を開催し、サークル発表や講演会を行う（詳細は

「公民館だより」と一緒に配布した「文化祭プログラム」参照） 

 公民館及び前青柳館長が福岡県公民館連合から表彰されたお祝い会を 11 月 18 日

10 時 30 分から公民館で催す 

 

４．災害義捐金の使途（大屋会長） 

 福岡県西方沖地震の災害義捐金が、昨年度 50 万円、今年度 31 万円、合計 81 万円

分配され、銀行口座に保管している 

 使途及び期限は限定されておらず、何に用いても構わない 

 災害時に無免許でも使えるリヤカー等はどうかと考えているが、使い道について

各自治会からの意見を、次回の定例会で出して欲しい 

《質疑応答》 

Ｑ．なぜリヤカーなのか？ 現在、防災対策会議で防災計画を作成中であり、性急に

使途を決める必要は無く、協議が進展してから決めれば良いのではないか？ 

Ａ．災害時だけでなく、地域のイベントでも活用できると考えた案である。次の定例

会で各自治会の意見を出して欲しい。 

 

５．新年会（大屋会長） 

 1 月 13 日（土曜日）に自治連合会会員と各自治会役員の新年会を行いたい 



 

６．各委員会等より 

 （柴戸副会長）老人クラブ会長の堤さんが、永年の清掃活動が評価され、福岡市

から表彰された。祝賀会を催したいので是非参加を（12 月 16 日（土曜日）18 時

からに決定） 

 ネクサスレジデンシャルタワーのクリスマスツリーのイルミネーションを 11 月

17 日（金曜日）より点灯 

 （PTA）百道浜小学校の行事として、10 月 5、19 日に音楽発表会を、26～27 日に

6 年生の修学旅行を行った 

 （PTA）11 月 11 日（土曜日）には「はまっぴフェスタ」を開催する。午前に地域

の授業参観、午後にバザー等のイベントを行うので、父兄に限らず是非参加して

欲しい 

 （PTA）公民館だよりに「小学校よりお知らせ」欄を設けた。活用して欲しい 

 （民生委員）11 月 8 日（水曜日）にふれあいサロンと合同で、雷山千如寺と九州

大学伊都キャンパスの見学を行う 

 （体育振興）11 月 26 日（日曜日）にファミリーバトミントン大会を開催する 

12 月 3 日（日曜日）に福岡国際マラソンが開催されるので、国道の交通規制に注

意して欲しい 

 （交通安全）青少年協議会と合同で地域パトロールを実施した（報告は青少年協

議会から）。11 月中に車椅子体験教室を開催する予定 

10 月 13 日に、高木学園の建築工事を施工するゼネコンと小学校と 3 者で、交通

安全対策について協議した。仮囲いが通行の視界を妨げないように、また工事車

両の出入り口には誘導員を配置するように要望し了承された。以前フェンスに

張っていた横断幕も仮囲いに移設されている 

 （青少協）地域パトロールを 4 回実施した（資料参照）。無灯火の自転車が多く見

られ、無灯火撲滅キャンペーンをやってはどうかとの意見が出された。「育みネッ

ト」で「のぼり」を 20 本制作する。イベントでも使用を 

 （交通安全）11 月 23 日（木曜日）に早良区スポーツフェスタが開催される。交通

安全から 1 名がパトロールに参加する 

 （老人クラブ）10 月 25 日のポイ捨て防止キャンペーンに 10 名が参加したほか、

10 月 31 日には百道浜小学校 3 年生と、昔の遊びを伝承して交流した 

 （防災協議会）11 月 4 日に第 2 回防災対策会議を開催し、議論の入り口として、

想定される問題・課題を整理した。今後は骨格作りに取り組み、来年 2 月には方



向付けを報告したい。次回会議は 12 月 2 日（土曜日）17:30 から 

 （ゴミ減）10 月 25 日のポイ捨て防止キャンペーンには多数参加していただき、

感謝している 

 （ゴミ減）11 月 26 日（日曜日）には第 3 回室見川水系一斉清掃が行われるので、

是非参加して欲しい。保険加入のため参加者は早めに連絡を 

 （会計）年度内に予算消化する見通しが立たない団体は、早めに連絡して欲しい 

 次回の定例会は 12 月 2 日（土曜日）19 時から予定 

 

以 上 


