百道浜校区自治協議会 平成 21 年度 ７月 定例総会 議事録
開催日:平成 21 年 7 月 4 日（土曜目） 19:00～20:45
場 所：百道浜公民館 １階 講堂
７月定例総会出欠表
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柴崎副会長の進行により議事次第に従って行われた。
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■ 開会
■ はじめに
１ 福岡市博物館からのお知らせ
（１）博物館トワイライトコンサートについて （説明者：博物館 二宮課長）
・7 月 18 日(土)に博物館の玄関前で「トワイライトコンサート」を実施するので参加をお願いする旨の依頼が
あった。
・開園は 18:00 で終演 20:00 の予定である。演奏者は福岡西陵高等学校管弦楽部(90 人)で、演目はドボル
ザークの「新世界」やベートーベンの「交響曲第９番」、ミュージカルの「オペラ座の怪人」など幅広い曲目
となっている。司会や挨拶をのぞき、音響装置は使用せず、生演奏で行う。
・参加者は 200 人から 300 人を予定しているので是非ご参加をお願いする。
（２）小鰯鯨の埋設について（説明者：博物館 鳥巣主事）
・骨格標本作りのため、6 月 29 日に博物館敷地内に小鰯鯨の骨を埋設した。鯨の油は分解しにくく、2 年間
地中に埋めミミズなどの生物の力を借りて油を分解し骨格標本とするものである。埋設地は博物館の北
側の庭で、幅 2ｍ、長さ 6ｍ、深さ 1.1ｍの穴を掘り埋設している。
・2 年後、特別企画として掘り起こし、骨のクリーニングを行い、標本作りをした後、展示する予定である。
なお、敷地内で行うので条例上問題ないとの関係部署（保健福祉局、環境局）の了解を得ている。
２ 福岡コミュニティ放送（株〉からのお知らせ (説明者：上野部長)
（１）ＦＭ放送 (StyleFM sea side 768) について
福岡・百道浜地区を中心とした女性のための地域活性をめざした FM 放送局であり、週間番組表の紹介
があった。
（２）お米クラブ契約農家のご紹介
・特定の農家と契約し、１口の１アール（100ｍ２）の田んぼを自分のものとして管理を委託し、収穫したお米
を受け取ることができるシステムの紹介があった。
・契約農家は全国３箇所ある（福岡、熊本、宮城）。費用は１口 5 万円、収穫高は 40ｋｇで通常１人１年分に
相当する量であり、有機農法などを採用している。
・興味のある方は契約をお願いしたい旨の依頼があった。
３ シーサイドももちサマーフェスティバル 2009 等について （説明者：圓山副会長 ）
（１）シーサイドももちサマーフェスティバル 2009 について（福岡ソフトバンク HM）
・上記のイベントは 8 月 4 日、5 日に開催される予定であるが、今回さらに 8 月 6 日まで期間を１日延ばした
ので、掲示板等で広報をお願いする旨の要請があった。申込は、前回とは異なり、個人での申込とする。
・なお、4 日～5 日については百道浜校区からは３家族の申し込みがあっている。
（２）テレビ夏祭りについて（テレビ西日本）
テレビ西日本主催で 7 月 18 日(土)に TNC 放送会館及び周辺で「テレビ夏祭り」を開催する予定であり、
参加の要請があり、広報のポスターを掲示してほしい旨の依頼があった。
（３）夏の感謝祭について(TNC 放送会館)
昨年と同様、TNC 主催で夏の感謝祭として「ビアガーデン」が開設される。期間は７月 27 日から 8 月 1
日までの６日間で、開園時間は 17:30～21:00 であり、参加の要請と共に広報ポスターの掲示依頼があっ
た。
■議題
１ 会長挨拶 （柴戸会長）
柴戸会長より、本日の議題は「夏祭り」を主体に論議を深めてほしい旨の挨拶があった。
２ 夏まつり （柴戸会長 、中山副実行委員長 ）
中山副実行委員長からパソコン、プロジェクターを用いて以下のとおり夏祭りの推進状況の報告と協力依頼
があった。
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（１）設営計画案について
・設営部会が中心となって出店団体、業者と打ち合わせの上、原案を決定した。
・会場の配置案は、正門を閉鎖、南側の通用門のみを入口とし、出店(７団体)のテントの配置は、芝生を
囲むように北側、東側に配置した。自転車置場は芝生の南側とする。
（２）出店団体について
・７団体から申し込みがあった。（昨年は 10 団体）
・本年は少し食べ物が少ない状況である。
（３） サークル発表チームについて
次の 5 団体から申し込みがあっている。（昨年も 5 団体）
①百道浜フラダンス会
②福岡ハーモニカ愛好会
③百道浜小学校器楽同好会
④ジョイフル＆ロイヤルホスト ⑤百道浜老人クラブ・むつみ会
（４）子ともみこしについて
・今年は 3 コースに分けて実施する。
・子ども達の申し込みは 160 名程度である。（ほぼ昨年並み）
ただし、申込時に居住地を記載していないので、現在 PTA に協力を求め子どもの住所を把握中であ
る。
・おもてなしポイントは 6 箇所で、本日（7 月 4 日）の午前中に説明会を行い、了解を得た。
・神輿製作が遅れ気味である。7 月 5 日(日)および 7 月 12 日(日)に製作を予定しているので自治会で神
輿製作の実行委員（あるいは代表者）の協力を是非お願いしたい。
（５）当日スケジュールについて
・詳細はまだ未売成である。
・大まかなスケジュールは以下のとおり。
【7 月 25 日（当日）】
・8:00 に百道浜小学校に集合、ラジオ体操を実施(先着 100 名にヤクルトを提供)。9:00 にみこし関係
者集合。
・9:45 から神事の後、子どもみこしが 3 コースに分かれスタートし、町内を練り歩き、11:30 ごろ百道浜
小学校に戻り、12:00 に解散。
・15:00 から百道浜公民館で浴衣の着付け。17:00 から夏祭りの開会し、18:00 に開会宣言の後、
18:10 ら 19:20 に発表会を開催。
・19:30 ごろから盆踊りを開始し 20:00 に閉会する。その後、後片付けを行い、21:30 ごろ解散。
【7 月 26 日（翌日）】
・8:00 に百道浜小学校に集合し、ラジオ体操。(先着 100 名にヤクルトを提供)
・その後、学校グランド周辺及び芝生の清掃を行う。
（６）協力員の状況について
・6 月 27 日に締め切りだが、５自治会等からの名簿の提出がない。また名前、性別の記載がないものもある。
すでに提出されて今回の名簿に反映されていない自治会やその他の事情もあると思うが、いずれにしても
早急に提出をお願いしたい。協議会からも後押しをお願いする。
（７）撤収と清掃について
当日の撤収は残った方全員で行う。自分の役割か終わっても残ってお手伝いをお願いする。
なお、翌日 8 時より清掃を行うので協力をお願いする。
（８）その他
・「夏祭り 09 情報交換スペース」を設置しているので活用をお願いする。
・抽選券は公民館便り 7 月号に 2 枚印刷しているのでお忘れなく。（持参しない場合は抽選できない。）
・盆踊りの練習を 7 月 11 日(19:00 小学校)、18 日（17:00 公民館）に開催するが、担当となっているヴェル
デコート、サウスステージの実行委員はお茶出しなどの手伝いをお願いする。（梶山館長）
・夏祭りの司会を FBS の古賀キャスターに依頼中。
最後に中山副実行委員長より、夏祭りは地域あげてのイベントであり、みんなで協力して盛り上げて欲しい旨
の強い要請があった。
３ 百道浜カレッジと講演会について(説明者：梶山館長）
梶山館長より以下の 2 点について報告と参加依頼があった。
（１）百道浜カレッジについて
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・第 3 回を 7 月 15 日（水）10:00 から百道浜公民館で開催する予定であり、講師として長崎大学名誉教授の
三野栄治先生(百道浜在住)をお招きし、「数学博士の生活のヒント」の演題で講演をお願いしている。
・内容は「数」の読み方・書き方について、昔と今、外国と日本の違いを探るもので生活に役立つお話しで
ある。是非ご参加お願いする。
（２）講演会について
・「寄り集う友ときずなの百道浜の会(人尊協)」と「社会福祉協議会」の共催で 8 月 30 日(日)の 10:30 から講
演会を開催する予定である。
・内容は、「ぼけても普通に暮らしたい」とのことで認知症になった人の人権について講演である。詳細は別
途お知らせするので広報及びご参加をお願いする。
４ 各委員会等からの報告
（１）公民館 （梶山館長 ）
・公民館で七夕の飾り付けをしており、短冊を用意しているので、大人で願いごとがある方は 7 月 7 日まで
にお願する。これは、戸建のご好意で乳幼児を対象にして毎年実施しているが、大人の方もお願いす
る。
・地デジの説明会を 7 月 20 日、21 日の両日の 10:00 及び 15:00 から開催する。出欠は取らないので興味
のある方は公民館まで直接ご参加をお願いする。
（２）ＰＴＡ （荻林会長代理 渡久地さん ）
・グリーンプロジェクトで学校の芝刈りなど維持管理に努めている。
・7 月 19 日（日）におやじの会主催の地引網（在校生対象）が地行浜で開催される。9:30 集合で地引網終
了後、12:00 から小学校でのバーベキュー大会を開催予定。
・7 月 25 日の夏祭りには、おにぎり、から揚げなどの出店をする。また、会長、副会長の協力を得て「くじ引
き」等を行う。
・6 月 8 日から 12 日まで東京の昭和大学の先生 3 名による「小学生の体力測定調査」があった。内容は芝
生のあるグラウンドの学校とそうでない場合（百道小学校）の子どもたちの体力の差異を調査するもので 6
年間の継続調査である。
・学校の保護者向けの連絡網として、電話連絡に代わりに「まちｃｏｍｉ」を活用することとなった。登録率は
現在 80％で、不加入の方を対象にアンケート調査を行い、加入の協力をお願いする。
（３）民生委員 （元山代表）
・通常の活動(子育てサロン、ふれあいサロン等)の他に 7 月は生後 4 ヶ月の赤ちゃんの家庭に個別訪訪問
を行った。
・シルバー手帳の配布のため、新規に 65 歳になられる方への戸別訪問を行った。本年から不在の場合、ポ
ストインは認められず、3 回までは個別訪問による直接配布が原則となった。それでも不在の場合は行政
(区役所)に本人が直接取りに行くか、行政からの郵送により処理される。
（４）体育振興会 （尾形会長 ）
・6 月 29 日のママさんバレーで１丁目チームが優勝し、来週の早良区の大会に出場する。
・なお、会計の立場でのお願いであるが、自治協議会費の振込み用に「ゆうちょ銀行」の講座を開設してい
るので、活用をお願いする。（番号・記号 17420-3529571）
（５）交通安全推進委員会 (江口会長）
・委員会からの定例会通知文書を封筒に入れているので、各自治会の委員に渡していただきたい。
・6 月 19 日(金)21:30 から２１年度第１回目の交通安全パトロールを実施した。2 コースに分かれ無灯火自転
車の注意などをおこなった。今後とも参加協力をお願いする。
・夏の交通安全運動のチラシを配布しているので各自治会での掲示をお願いする。
・7 月 11 日(土)に委員会を開催するので委員への連絡をお願いする。
（６）青少年育成協議会 （大森会長）
・7 月 4 日に定例会を開催した。その後、くるくる公園などの公園パトロールを実施した。
・7 月 25 日、26 日 8:00 から夏祭りにあわせラジオ体操を開催する。先着 100 名にヤクルト配布する。
・7 月 26 日にラジオ体操終了後、「生命の教室」を開催する。これは西南学院大学の山崎教授の協力を得
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て、百道浜小周辺の植物採集を行うもの。なお、8 月 8 日に公民館で採取した植物を押花にして植生の
勉強を行う。詳細についてはチラシを配布しているので、ラジオ体操のチラシと一緒に掲示をお願いす
る。
・7 月 13 日(月)13:30 から「社会を明るくする運動講演会」が早良市民センターで開催されるのでご参
加をお願いする。
（講師は南蔵院住職の林覚乗氏。
）
・早良区では、7 月を「青少年の非行問題に取り組む月間」としており、ポスターを掲示している。
（７）老人クラブ連合会 （堤会長）
・6 月 16 日に小学校で４年生を対象として「くど」でごはんを炊く実習を行った。(クラブから 12 名参加)
・6 月 26 日に小学校の講堂で先生、小学生を対象に｢昔の暮らし｣の体験談をした。非常に好評であった。
（クラブから 6 名参加）
（８）防災対策連絡協議会 （大村事務局長）
・7 月 7 日（火）19:00 から 7 月の定例会議を開催する。
（９）社会福祉協議会 （金高会長）
・6 月 15 日に老人クラブ、民生委員と合同で「ふれあいネットワーク」の勉強会を開催した。社協の職員の協
力をえてビデオを見ながら、ふれあいネットワークの必要性などを学習した。
・早良区福祉協議会から「ふくしドームさわら Ｎｏ５１」の配布依頼があり、全戸配布をお願いする。
・梶山館長から報告のあった 8 月 30 日に開催する「講演会」への参加をよろしくお願いする。
(１０)寄り集う友ときずなの百道浜の会(梶山館長)
・7 月 18 日(土)15:00 に定例会議を開催する予定。なお、小田さん（戸建て 10 組）と田原さん(ネクサスシー
サイド百道）、川上さん（クリスタージュ）、寺崎さん(１丁目１区)の４名が新たに委員として就任されたので、
ご出席の連絡等をお願いする。
・7 月 9 日（木）14:00 から「早良区人権を考える集い」が早良市民センターにて開催されるのでご参加をお
願いする。
(１１)ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長）
・7 月 4 日(土)午前中に第１回エコクッキングを開催し 30 名の参加があった。
・各自治会からの発言の時間を与えて欲しい旨の要望があっているので９月の定例会からは発言の機会を
設けるのでご発言をよろしくお願いする。
５ 平成 21 年度 9 月定例総会について
8 月と 1 月は休会としているので、次回は次のとおり。
9 月 5 日（土） 午後 7 時より 百道浜公民館（講堂）
■報告・連絡事項・その他
１ 住宅用火災報知機のアンケートについて（圓山副会長）
防災センターからの依頼で各役員には配布しているアンケートに記載の上、提出をお願いする。
また、戸建の自治会については別途アンケートを特別にお願いしたいのでよろしくお願いする。
２ シーサイドももちサマーフェスティバル 2009 の申込の対応について（自治会役員からの質問）
・自治会役員から申込に際して参加費も同時に集めるとの要請であったが対応できなかった。他の自治会
はどのように対応したのか教えて欲しいとの質問があった。
・柴崎副会長、圓山副会長から次のような回答があった。
3 つの自治会から申込があり、6 月 24 日に公民館で申込書と現金を預り、翌日ソフトバンクの方へ申込
を行った。現金の受領に当たっては、領収書を発行している。(圓山副会長が対応)
反省として、自治会での現金の徴収は困難なため、８月６日分については、個人対応となった。
ただし、今回の企画は 2000 円程度で色々なイベントに参加できる面は好評であった。(大屋自治会長)
■ 閉会
以上
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