百道浜校区自治協議会

平成２１年度 １０月 定例総会 議事録

■開催日
平成２１年１０月 ３日（土曜目） １８：００～１９：０５
■場所：
百道浜公民館 １階 講堂
■１０月定例総会出欠表
自治会・委員会名
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〃
オブザーバー（早良区役所地域支援課）
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信雄

出席

圓山副会長の進行により議事次第に従って行われた。
議事の内容は以下のとおり。
■ はじめに
１ 健康ウォークスタンプラリーの開催について （福岡ソフトバンクＨＭ：田中部長、福岡タワー：国分氏）
・１１月１４（土）、１５日（日）の両日に「健康ウォークスタンプラリー」を開催する予定である。（有料：５００円）
・主な内容は百道浜地区、唐人町、西新、藤崎、高取地区商店街などを結ぶスタンプラリーであり、健康をテ
ーマに「知っトク」、「食べトク」、「体験しトク」の３つのキーワードを選んで歩ける３コースを設定している。
・百道浜地区では、自分の体の健康状態をチェックするもので、９：３０から博物館で血圧、体脂肪、血糖値な
どの専門医による無料診断を受けることができる。また、唐人町では口と体の健康相談などができる。（福岡
歯科大）
・西南学院大学で大学祭が開催されており、６つの健康セミナーを実施する予定でありご参加をお願いする。
（講師：中村学園 成田智子先生、福岡市歯科医師会 鎮守信弘先生など６名）、
・各商店街の食堂で健康ヘルシーメニューを作っていただき食べていただく企画をしている。
・「歴史の探訪」という意味では、百道浜海浜の松林や高取焼、サザエさん発祥の地などを地元のガイドさん
から説明を受け、地域の歴史を再発見していただく企画もある。また、唐人町で神社仏閣の歴史を学んで
いただくことにしている。
・そのほか、風力発電のお披露目式やタワーの階段のぼりなどの企画があり、さらにアンケートに答えていた
だくとホークスグッズのプレゼントもある。
・当日は「世界糖尿病デー」にあたり、福岡タワーをブルーでライトアップする。これは全国規模で東京タワー
大阪城などと同時に実施する。また、あわせてタワー前の広場で１０００個の健康メッセージ付の青いキャン
ドルでブルーサークルをつくる企画をしている。
・なお、各自治会におかれては広報のチラシの掲示をお願いする。
・これを機会にご自分の健康について再認識していただきたいので、ぜひご参加をお願いする。
２ 絵画展の紹介について （ツインアートギャラリー：阿部氏ほか１名）
・ツインアートギャラリーは「みぞえ住宅」所有施設を地域のために開放され、その中の施設として昨年６月に
オープンした。場所は中国領事館と韓国領事館の中間に位置し、関連施設としては、花屋の「フラワーパ
ーク」とカルフォルニアワインセラーの「エムセラーズ」がある。
・１０月１０日から２０日までツインアートギャ「ラリーにおいて日本画の「坂上楠生展」を開催する。ご来場を。
・上記の３施設のご利用をお願いする。
■議題
１ 会長挨拶 （柴戸会長）
・本日はアクアコート主催の「お月見コンサート」が開催されるので１８時からの繰上げの開催となったので、
ご了承をお願いする。
・９月１８日に開催された暴力団追放のデモには百道浜校区から予定より少なかったが１０名参加があった。
早良市民センターから西新方面まで、かなり長距離であり、参加された方に感謝する。
２ 平成２１年度上期決算について （尾形会計）
・９月末までの中間決算報告を行う必要があるため、各委員会等におかれては決算書を作成の上、１０月末ま
でに会計（尾形）に報告をお願いする。
３ 餅つき大会及び献血について （柴戸会長、尾形会計）
・本年は、１２月１３日（第２日曜日）に開催する。
・献血については、ある程度の人数の確保が必要であり、各自治会から５～６名の協力者をお願いしたい。
また、餅つきにも、「つきて」や「丸め」などに各自治会から２名の協力者が必要であり、協力者の名簿の提出
をお願いすることになる。各自治会で協力者の人選を検討して欲しい。
・献血の協力者には、お礼として「たまご１パック」」と「ごみ袋セット」を配布する。
・今年は新型インフルエンザの問題もあるので、１１月までに開催の是非を含め検討する。

-2-

４ 赤い羽根共同募金について （金高会長）
・１０月１日から共同募金が始まったので、昨年同様、共同募金をお願いする。
・社協の役割は配布した資料を参照されたい。また、ポスターの掲示もお願いする。
・平成２０年度の百道浜校区では、一般募金および歳末募金を合わせて２１０，４０３円の募金があった。
この金額は、一般募金に９割、歳末募金に１割に配分して納入した。
・昨年、募金に協力いただけなかった自治会があり、今年は是非、募金に協力をお願いする。
当該年度の配当金に影響があるため、締め切りは遵守してほしい。
・なお、締め切りは来年の１月８日までとなっているので１２月末までに自治会単位で入金をお願いする。
・戸建については、例年個人でお願いしていたが、社協も設立されたこともあり、今後自治会単位でお願い
したい。
５ ウォークラリーの実施について （大森会長）
・昨年好評であったので、今後地域行事として継続実施する。（青少協の担当事業とする。）
・昨年は１０７名の参加があり６０名のスタッフが同行した。今年も、昨年同様のルールで開催する。
・今年は１１月１日（９時～１３時）に開催予定。博物館を起点とし、コースはＡ，Ｂ．Ｃ．の３コースに分かれ、９つ
公園をまわりクイズをしながら、小学校が終点となる。その後昼食をとりゲーム大会を行い終了となる。
今年のクイズは難しくしている。また昼食はおにぎり（２個）を用意する。
・自治会の皆様には指定した交差点で子供たちの安全確保のため１～２名の応援者を出していただきたい。
また、各委員会は公園でのクイズの協力をお願いする。（防災は民生委員とともに中央公園を担当）
・参加申込書は小学校においているが、校区外の子供たちについては公民館に参加申込書を用意している。
なお、子供たちだけでなく大人の参加も可能であり、地域をあげて盛り上げてほしいのでぜひ参加をお願い
する。
・事前の打ち合わせを１０月２５日（日） １７時から予定している。（各自治会、各委員会）
５ 新春賀詞交歓会（柴戸会長より）
・前回定例総会で賀詞交歓会は百道浜校区だけで開催する提案をしたが、企業を除く地域のみの会とし
たいので、各自治会で検討していただき、次回までに賛否を決めていただきたい。
・なお、開催日は平成２２年１月９日を予定している。
６ 各自治会、委員会からの報告
（１）自治会からの報告
・特になし。
（２）委員会等からの報告
①公民館 （梶山館長 ）
・本日（１０／３）にエレベータの竣工式（安全祈願祭）を行い稼動の運びとなった。（紅葉八幡の神事）
３人まで乗ることができ、一度試乗をお願いする。公民館便りでも掲載済み。
・福岡博物館に開催中の「福岡近代絵巻」のチケットについては公民館に３８名の申込があり博物館から
お礼があっている。
・また、福岡市の関連イベントとして小中学生を対象とした「福岡市の未来」というテーマで絵画コンクー
ルがあり、百道浜小学校の生徒が市長賞に当選し、その絵が特別展示室に展示中であるので、是非
ご覧いただきたい。１１月８日まで開催されているのでチケットの必要な方は公民館までお申込みいた
だきたい。（料金８００円）
②ＰＴＡ （荻林会長 ）
・９月２９日（火）に百道浜小体育館で講演会を開催した。（講師は千田美智子先生）
多数のご参加をいただきお礼を申し上げる。
・１０月９日に芝生でお弁当会を開催予定するので、地域の方もご参加をお願いする。
③民生委員 （元山代表）
・通常の行事（すこやか赤ちゃん訪問事業、シルバー手帳の配布など）を行う。
・１０月２７日に市に名簿の提出が必要なため要援護者台帳をもとに個別訪問を行う。
④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長）
・１０月２２日（木）の１０時から１１時まで、「ポイ捨て防止清掃キャンペーン」を実施するので是非ご参加を
お願いする。また、この広報のチラシの掲示をお願いする。
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⑤体育振興会 （尾形会長）
・まずは会計立場から、各自治会からの自治協議会費の支払いをお願いしたい。
・１１月１４日開催の健康ウォークの健康セミナーの参加者を募集中であり、配布している申込書に記載の
上、次回の定例会議に提出をお願いする。６つのセミナーがあり、無料の参加枠は先着６０名で各自治
会から３～４名程度。
・なお、当日は公民館主催の文化祭と重なっており、こちらの方の参加もよろしくお願いする。
⑥交通安全推進委員会 （江口会長）
・９月１２日に定例会を実施した。
・８月に実施した暴走族等に関するアンケートの中間集計を行った。一部の自治会から報告がまだなく、
全部の集計ではないが、現時点で騒音については５０２件、ハントについては３４８件の苦情が寄せられ
ている。なお、自由意見についてはかなりの書き込みがあっているので、これを整理するにはかなり時間
を要するため、最終報告までに時間の猶予を頂きたい。また、提出されていない自治会は早急に提出を
お願いする。
⑦青少年育成協議会（大森会長）
・９月５日に第２回定例会を開催した。次回は１１月２１日１０：３０を予定している。
・講演会を企画中であり、来年２月に開催予定である。次回の定例総会で内容をご報告する。
⑧老人クラブ連合会 （堤会長）
・９月１３日に敬老会を開催し、１２５名の高齢者の参加があり、盛会であった。ご協力に感謝する。
・公民館入口で収集した使用済み切手を社会福祉協議会へ提出し、感謝された。また、同協議会の広
報誌にお礼の記事を掲載するとのことであった。
・１０月９日のお弁当会は小学校からの強い要望もあり老人クラブも参加する。１０月３日に参加者名簿を
提出した。
⑨ 防災対策連絡協議会 （代理：大屋自治会長）
・１１月１３日に高木学園が防災訓練を開催する予定であり、校区全体の見学会を予定しているが、自治
協議会の防災訓練については、具体的にはまだ決まっておらず、１１月６日の委員会で決定することと
している。詳細が決まれば各自自治会長に報告する。
⑩寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長）
・９月１２日（土） に委員会を開催した。この中で、昨年同様に人権標語の募集を行うこと決定した。
・昨年は百道浜小学校の全生徒に中心に募集し、２４名の入選者を選んだ（小学生２０名、一般４名）。
今年も同様に２４名を選ぶ。応募期間は、１１月１日から１１月２０日とし、締め切りは１１月２０日とする。
・応募のポスターを配布しているので掲示をお願いする。
・現在、公民館便りに入選した標語を掲載している。なお、入選者の実名の記載については保護者の
了解を得ている。
⑪社会福祉協議会 （金高会長 ）
・次回の定例会で、高齢者や要介護者の連絡システムである「ふれあいネットワーク」のご提案をしたいと
考えているのでよろしくお願いする。（定例会の議事終了後に説明）
７ その他 （圓山副会長）
・人尊協で視覚障害者用の点字ブロックの実態調査を行い、悪い箇所については写真等の資料を添付し
て早良区役所に改善の要望していたが、先日早良区の委託先である「福岡市森と緑のまちづくり協会」
から以下の箇所について実施する旨の回答があった。
・今回は、百道中央公園から博物館のメインストリートの北側の区間について点字ブロックの痛みが激しい
のでこの区間を改善（新規に取替え）する。工事期間は９月１８日から１１月１６日となっている。
・高木学園（学校）のテニスコートについては、土曜日、日曜日は地域に開放している。
料金は１時間１０５０円で、申込は現地受付のみ。準備（ネット張りなど）は自分でするなどの条件あり。
（青少協：大森会長）
・各自治会長あてに公民館だよりの配布報奨金の上期の支払請求書を郵送するので、手続き方をよろしく
お願いする。（早良区役所：横山係長）
８ 平成２１年度１１月定例総会について
１１月７日(土) 午後７時より開催する。
以上
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