
百道浜校区自治会  平成 19 年度 12 月 定例総会 議事録 
開催日：平成 19 年 12 月 1 日（土曜日） 19：00～21：03 
場所：百道浜公民館 

12 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) 副島 公男 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) 永田 成樹 自治会長 出席 

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) 松永 祐介 自治会長  欠席 

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) 
田嶋 浩仁 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 中村 一範 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 足立 慶子 自治会長 出席 

３丁目２区（アクアコート） 圓山 紘一 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 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) 副島 嘉代子 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） 中村 和之 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） 江口 壽彦 自治会長 出席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 馬場 正英 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 欠席 

老人クラブ 堤  信雄 同会長 出席 

防災対策 大村 繁雄 同事務局長 出席 

広報事務 大森 光洋  出席 

 
 



柴崎副会長の進行により以下の通り行った。 
 
■ 始めに 
百道浜クリスマスコンサート 2007 のご案内               平田  
～ジョイフル＆ロイヤルホスト～ 
12 月 22 日土曜 開場 18：00 開演 18：30～  西南コミュニティーセンター  

 入場料 500 円 
                              

■ 議題 
１、新監事（会計監査） 紹介                  会長 大屋   
宮山（みやま） 洋志さん     
２、グリーンプロジェクト（百道浜小学校校庭全面芝生化）について           
スケジュール 12 月中旬～下旬：業者契約 3 月中旬：工事完了 8 月下旬まで：養生期間 
9 月：芝生開き・使用開始 
管理：小学校  芝生化面積：4000 ㎡（校庭全面積 6000 ㎡） 
スプリンクラー18 機 （自動・手動） 
ポスター（福岡市初校庭芝生化）作成 ⇒各自治会での掲示依頼 
啓発セミナー：来年 3 月 芝生の活用方法   
今後自治連合会で経過報告を行っていく 
グリーンプロジェクト定例会実施 
Q：2000 ㎡芝生化しなかった理由は 
A：予算や管理上の理由  
Q：具体的な管理内容は？地域全体で草取り？ 
A：未定 
３、新民生委員の紹介と担当             前民生委員 常松  
  飯守さん     １丁目１区、５区、６区 
  村井さん     １丁目２区、３区 
  大森さん     １丁目４区、７区、２丁目 
  辻 さん     ３丁目１区、２区、３区 
  福原さん     ３丁目４区、５区 
  村上さん     ４丁目１区、２区、３区 
  元山さん     ４丁目４区、５区、６区 
  池田さん     主任児童委員 
校区幹事 元山さん 
     村井さん（補佐） 
新旧交代打合せ・慰労会・歓迎会⇒スケジュール調整 



ふれあいサロン⇒民生委員全員運営 
常松さんが民生委員を辞められたのに伴い、自治連合会監事を、元山さんに引き受けて頂

くことについて、全員一致で承認された。 
４、献血                            会長 大屋  
参加者事前登録：確認 

馬場 PTA 会長（歯科医）より 
献血予定者は直前 3 日間は歯石を取らないでください⇒献血者除外対象  

 
５、もちつき大会                     実行委員長 大森   
12 月 9 日（日）11：30～ 
8：00 公民館集合（大なべ準備係り） 9：00 小学校校庭集合（もちつき・会場設定係り）  
イベント⇒子ども会対抗綱引き大会  老人会伝承遊び 無灯火 ZERO キャンペーン  
グリーンプロジェクトグランドゴルフ  
大鍋大会 無料（容器を持ってこられない方：容器代有料 ２０円） 
大鍋準備係り：ｍｙ包丁 ｍｙまな板（牛乳パック）持参 
 
６、公民館長選考委員及び委員会開催               会長 大屋  
選考委員  （学識経験者）蓑原 （PTA 会長） 馬場 （サークル連絡協議会） 平田 

（百道浜カレッジ） 柴崎 （人尊協） 柴戸 （自治連合会） 大屋（ 老人会） 堤 

（交通安全 ）田中 (民生委員) 金髙 （青少協） 中川  
15 日（土）15：00 開催  代理出席は不可 
７、自治会費納入金値上げ                    会長 大屋  
提案：現行の年間１００円を１００円値上げし２００円とする。持ち帰り 3 月の定例会で

決め 4 月より実施。 
理由：別紙参照 
Q：百道浜（自治連合会）の求めているものは？今一番必要とするものは？ 
A：昨年自治連合会会長就任の際に公表 

・防災組織の設置と防災訓練等予防対策の徹底 
・２丁目の企業群との友好関係樹立 

Q：中間決算書を作成してもらえないか？ 
A：例年中間決算書は出していない。通年で予算内に収めるのが大原則。 
⇒各自治会に当懸案を持ち帰り検討する。各自治会役員の感触を探って頂きたい。 
 そのうえで、最終判断するが、今年度自治連合会決算が出ない段階では、住民への説明

が難しいとの意見もあり、２月の定例会議に取り扱いについて執行部案を提示する。 
 
 



 ８、新年賀詞交歓会                       会長 大屋   
1 月 12 日（土）18：00～  TNC ラ・マニーナ      
会費：女性 3500 円 男性 4000 円  
参加対象：住民全員  出欠 締め切り：12 月 28 日（金）  
連絡先 柴崎 846-0188（FAX 可） 大屋 843-6037（FAX 可） 
キャンセル：当日（12 日）よりキャンセル料発生 
 
９、各委員会等より 
●《公民館》 
12 月 29 日～1 月 3 日休み 
 
・12 月 1 日（土） 寄り集う友ときずなの百道浜の会 創立記念 
荒瀬早良区区長 講演 105 名参加 過去最高 

●《PTA》 
・グリーンプロジェクトご理解とご協力依頼 
・百道浜小学校中学校連携 12 月 10 日 ノートルダム女子大学 加藤 明 Prof. 講演 
●《体育振興》 
・12 月 2 日（日）国際マラソン 体育振興会警備 
・ニュースポーツ（ファミリーバドミントン・ビーチボールバレー）の案内 
 12 月 1 日（土）19：00 より練習開始 百道浜小学校体育館にて 
 対象：住民全員 
●《交通安全》 
・安心安全マップワークショップ 12 月 4 日まとめ 
・年末の交通安全運動 12 月 11 日から 31 日まで 
・年末交通安全パトロール 12 月 19 日（水） 21：00～22：00 
・カーブミラー設置：公民館前のカーブ（大林組の費用）⇒工事用囲いが外れるまで 
・自転車無灯火ゼロキャンペーン（4 回目）：12 月 9 日（日）餅つき会場  
●《老人クラブ》 
・11 月 9 日（金）に早良老人クラブ芋ほり交流 
・11 月 22 日（木）小学校 3 年生対象 伝承遊び ゲストティーチャー 
・12 月 9 日（日）餅つきの日 体育館にて伝承遊び（たこ・飛行機・紙鉄砲）紹介 
●《防災》 
・11 月 25 日(日)11：00～12：30 自主防災訓練 
実施場所：イーストステージ 太陽の広場 

・防災アンケート（ネットワーク作り） 
12 月 16 日（日）定例会にて各自治会でとったアンケート提出 



●《民生委員》 
・11 月 26 日（月） バスハイク「旧伊藤伝右衛門邸と嘉穂劇場」 45 名参加 
・12 月 10 日（月） 日舞 柴戸様ご夫人 
●《ごみ減》 
・11 月 25 日（日）室見川水系 清掃キャンペーン ５０名様ご参加 ありがとうございま

した。 
・不法投棄、年末年始ごみ処理案内 
・12 月 2 日（日）清掃キャンペーン 中央公園までの清掃 百道中学校吹奏楽部演奏 
 ⇒青少協主催 
１１．その他 
・福祉プラザで作成したクッキー（新作）試食 
・百道浜 WEB                       維持管理 大森  
現在分かり難い（掲示板が目立ち、各委員会のサイトにアクセスしにくい） 

 ⇒もっと分かりやすく 改善予定   
 
■ 2 月定例総会  2 月 2 日（土）19:00～ 百道浜公民館 
 
■ 閉会 
 
 
 
    

以 上 


