
百道浜校区自治連合会 平成 18 年度 12 月定例総会 議事録 

 

■開催日  平成 18 年 12 月 2 日（土曜日） 19:07～20:09 

■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 出席 

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 代理 

３丁目３区(ミサワホーム) 周藤 和利 地区代表 欠席 

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 欠席 

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 代理 
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 

欠席 

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 

■ 報  告 

 百道浜校区の代表として大屋会長が、日本防災協会および福岡県防犯協会連合会

の講習に参加、修了したことの報告があった 

 

 



■ 議  事 

 

１．餅つき大会（体育振興会：尾形） 

 12 月 10 日（日曜日）に開催する餅つき大会について、業務分担を確認した 

 雨天決行、餅つきはテント内にて、丸めは外廊下にて 

  8:00～ 大鍋食材準備（公民館） 

  9:00～ 会場設営（運動場）、蒸し・餅つき準備 

 10:30～ 開会、綱引き大会開始 

 11:30～ 一般参加者に配布開始 

 

２．献血（大屋会長） 

 自治会掲示のポスター、公民館だより、市政だより等で PR している 

 現時点で 64 名の事前登録があるが、当日も一般参加者に呼び掛けをしたい 

 

３．防災関係用具（大屋会長） 

 福岡県西方沖地震の災害義捐金（81 万円）の使途について、各自治会で検討した

案を報告した 

 AED（自動体外式除細動器、約 45 万円）は福岡市から配備があるかも知れない 

 防災会議の検討がまだ具体的なところまで進んでいないため、早計に結論を出す

のではなく、防災会議の検討を待って決めることとする 

 

４．堤氏の祝賀パーティー（大屋会長） 

 堤老人クラブ会長の市長表彰を共に喜び、日頃の美化活動に感謝する会を 12 月 16

日（土曜日）に開催するので、ぜひ参加を 

 

５．1 月定例総会（大屋会長） 

 1 月は定例総会は開催せず、次回は 2 月に行う 

 連合会役員の新年賀詞交歓会を 1 月 13 日（土曜日）18:00 からアペティートにて

開催するので参加を 

 

６．各委員会等より 

 （公民館）12 月に公民館の大掃除を行う。各団体が倉庫内に保管しているもので

不要なものは処分して欲しい 

 （PTA）11 月 11 日に開催された地域参観、はまっぴフェスタへの協力に感謝する 

 （民生委員）11 月 8 日にふれあいサロンと合同で見学会を開催した。11 月 30 日



に百道浜小の校長先生、教頭先生との交流会を開催した 

 （体育振興）12 月 3 日に福岡国際マラソンが開催されるので交通規制に注意を 

 （体育振興）1 月に早良区スポーツ大会が開催される予定。ビーチボールバレーや

バドミントンなど初心者でも参加できる 

 （交通安全）12 月 11～31 日に年末交通安全県民運動が行われ、今年は「飲酒運

転の撲滅」を重点に取り組む。自治会にポスター掲示をお願いしたい 

12 月 8 日（金曜日）にはプラリバで早良区交通安全協会が年末啓発街頭キャンペー

ンを行う 

 （交通安全）12 月 2 日に車椅子体験会を開催し、校区内の道路を実際に車椅子で

通行した。車道から敷地内への進入路（歩道切下げ部）の傾斜、地震で浮いたマ

ンホール蓋、青信号が短い交差点など、普段は気付かない点が多くあり、今後は

行政に改善を要望したい 

 （青少協）11 月 25 日の百道浜クリーンアップ作戦への参加に感謝する 

 （青少協）12 月 10 日に開催される子ども会対抗綱引き大会は 160 名（8 チーム）

の参加申し込みがあり、別紙の通り組み合わせを決定した 

 （老人クラブ）12 月 10 日の餅つき大会では、子ども達に凧作りや紙飛行機作り

の遊びを伝承する 

 （防災協議会）12 月 2 日に第 4 回防災対策会議を開催した、2 月には方向性を集

約し、新年度からは予算も付けて実際に活動をスタートしたい 

 （ゴミ減）11 月 26 日の第 3 回室見川水系一斉清掃への参加に感謝する 

 （会計）各団体の来年度事業計画をできれば 2 月中に提出して欲しい 

 次回の定例会は 2 月 3 日（土曜日）19:00 から 

 

７．その他 

 早良区新春の集いが毎年、百道浜校区内で開催されているが、地元である百道浜

からの参加が少ない。来年は 1 月 9 日に開催されるが、平日昼間に開催するので

は、会社勤めの人は参加できない。次回からは週末に開催するよう早良区役所に

要望したい 

 

以 上 


