
百道浜校区自治協議会  平成２０年度 ５月 定例総会 議事録 
開催日：平成２０年 ５月 １０日（土曜日） １９：００～２０：４５ 
場所：百道浜公民館 

5 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) 松尾 義人 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 欠席 

１丁目３区(ネクサスシーサイド) 藤吉 健一 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) 
池田 直継 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 湯川 清美 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 原口 裕司 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(プライムメゾンももち) 周藤 和利 地区代表 欠席 

３丁目  （アンペレーナ百道） 

４丁目１区(ネクサス百道・アルティコート) 

井上 健一 

柴崎 正廣 

館  長 

自治会長 

出席 

出席 

４丁目２区(クリスタージュ) 伊藤 玲子 自治会長 出席 

４丁目３区(サウスステージ・警察官舎) 野口 国広 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） 未定 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） 未定 自治会長 欠席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 田中 久昭 同会長  出席 

民生委員 村井 良子 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 江口 壽彦 同会長 代理 

青少年育成協議会 大森 光洋 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 同事務局長 欠席 

寄り集う友ときずなの百道浜の会 

 

監事 

柴戸 陸 史 

宮山 洋 志 

同会長 

 

出席 

 

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 

１．区役所地域支援課 百道浜校区新担当の横山係長さん挨拶 
２．百道浜小学校 平田教頭さん挨拶。（防犯緊急時の連絡網等に関連） 

 
■ 議題： 
１．平成２０年度 自治会会長・委員会会長紹介          柴戸 会長 
 
２．新役員選出 書記２名                    柴戸 会長 

・１名：野口氏（サウス ステージ）に決定。もう１名は６月の総会時に決定する。 
 
３．社会福祉協議会の設立と役員の選出              柴戸 会長 

・会長：金高氏、副会長：堤氏 
・委員構成 総務／広報：柴崎氏、会計：圓山氏、幹事：尾形氏、（ほか１名人選中）

顧問：柴戸氏（自治協議会長）、梶山氏（公民館長） 
 

４．防犯等緊急時の連絡網等                   田中 PTA 会長 
・保護者への緊急連絡をメールで配信するシステムを構築した。２月より開始、現在

３８０名が登録し、稼働中。協議会でも活用いただきたい。まち Comi システム（無料）

を利用。登録方法等については、別紙配布資料（添付資料参照）。 
 

５．夏祭り開催日決定と役員選出、実行委員長、副委員長の紹介    柴戸 会長 
・７月１９日 （土）８：００～２１：００（行事は：１７：００～２０：００）、場

所は、百道中央公園グランド（多目的広場）で開催を提案する  ⇒ 一同賛成 
・実行委員長：柴戸氏、副委員長：大森氏、伊東氏、柴崎氏、圓山氏、 
・実行計画案および、開催場所折衝経過の説明（添付資料参照）。今年度は、会場が百

道中央公園になり、小学校との距離が離れるために、レンタル業者や運搬トラックを

手配する予定。会場内の配置については、昨年の小学校開催時の配置を踏襲。例年よ

りも応援スタッフの増員が必要と思われる、各自治会からの応援３名以上（実行委員

以外）の応援をお願いしたい。 
・コメント・質疑事項 
 C：ごみは「ごみ減」と老人クラブで担当したい（老人クラブ：堤会長） 
 Q：応援スタッフ３名の役割は？ 
 A：設営、神輿、警備、撤収等。役割分担は応援者の対応できる条件により振り分け

る予定。 
 Q：みこしの休憩ポイントは？ 
 A：昨年と同じポイントを想定。 



 Q：応援者の名簿提出期限は？ 
 A：次回協議会（６月７日）までに出してほしい。 
 C：公民館からのお願い。盆踊り時の浴衣着付けのボランティアを募集したい。 
 Q：実行委員は、各自治会長が担当か？ 
 A：夏祭り実行委員は自治会長がベターである。 
 C：会場近隣であるので、応援スタッフの増員で協力したい（ヴェルデコート原口会

長）。 
 

６．大屋前会長のご慰労会開催について                柴戸 会長 
・引き続き計画中。決定後に案内を出す。 

 
７．ラブアース開催について                     柴崎副会長 

・６月１日（日）９－１０時に開催予定。昨年１５０名参加。自治会長＋環境推進委員

で、声をかけてほしい、 
 
８．各委員会報告 

《公民館》 百道浜カレッジ（第２回）脱メタボ ５／２１（水）１０：３０－１２：０

０に講演会開催。各自治会新会長へ公民館だよりの新しい配布者の連絡のお願い。

５／１５ 公民館に AED が設置される。 
《寄り集う友ときずなの百道浜の会》 ４／２４ 総会実施。今年度から、委員を５名追

加（圓山氏：広報部長、宮山氏：啓発部長：今長谷氏：会計、村上氏：監事、 
  相田氏：事務局） 
《PTA》 来週 PTA 総会実施、芝生化工事は順調に推移。 
《民生委員》 子育てサロン／ふれあいサロンを実施。４／３０ 救命救急講習会受講。 
《体育》 ５／２５ なわとび大会を実施予定。今回初めての試みで、チームワークと

健康増進が目的。案内の掲示をお願いしたい。 
《交通安全》 ５／１０ 総会実施。新役員を決定。小学校の街頭指導、高木学園の通学

路確認を行った。防犯（夜間）パトロールを６／２０（金）２１時から実施予定。

参加協力をお願いしたい。 
《青少協》 ５／１０ 総会実施。新役員を選出。５／６ 百道浜海岸で生命の教室を実

施。西南大と九大より講師、学童４１名、総勢約１００名が参加。地引き網を実施

し、多くの自然生物を観察。今後も公民館と協力して、生命の教室を実施していき

たい。チルドレンズミュージアムの案内：６／７、１０－１６時に小学校体育館で実

施。多くの参加を期待、案内を掲示してほしい。 
《老人クラブ連合会》 ４／２１ 総会実施。堤会長が再任。第１・３月曜に定例会（＋

コーラス練習）を実施。５／９早良区の老人会連合会総会が開催。老人クラブ連合

会では、６０歳以上を対象に会員の募集を積極的に行っている。第３木曜の「ゴミ

減」の福祉プラザとの合同清掃活動にも協力している。 
《防災》 ５／１８ ９時より公民館で防災総会を実施。各自治会の防災担当者と民生委



員に参加をお願いしたい。防災担当が未定の自治会は、至急担当を決めていただき、

１８日の総会に参加いただきたい。 
 

■ 報告・連絡事項・その他： 
・（柴戸会長より）最近、百道浜 Web への暴走族に関する書き込みがある。自治協議会

としても前向きに検討しなくてはいけないと思っている。ＷＥＢ上ではなかなか意思

の疎通が出来ないので、何か情報があれば、対応を警察や区と交渉する用意があるの

で、連絡してほしい。 
・百道浜 Web の更新状況について教えてほしい？  

  → 各委員会関係の情報更新が H18 年度で止まっている。６月以降に H19 年度分へ

更新する。 
 

■ 次回  ６月定例総会 ６月７日（土）19:00～ 百道浜公民館 
以 上 


