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百道浜校区自治協議会 平成２１年度 １１月 定例総会 議事録 
 

■開催日 

平成２１年１１月 ７日（土曜目） １９：００～２０：１５ 

■場所 

百道浜公民館 １階 講堂 

 

■１１月定例総会出欠表 
自治会・委員会名 氏  名 地域役職 出欠 

一丁目１区(イーストステージ 1,2,3,7 棟) 坂本 学 自治会長 出席 

一丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 出席 

一丁目３区(ネクサスシーサイド) 向山 宏治 自治会長 出席 

一丁目４区(サンパティーク) 北里 謙二 自治会長 欠席 

一丁目５区・６区(センターステージ) 松永 裕介 自治会長 欠席 

一丁目７区(ﾊﾟｰｸﾊｳｽ・ｼｬﾄﾚｼｰｻｲﾄﾞ・ｽﾘｰ M ﾊｲﾂ) 瀬口 紘一郎 自治会長 欠席 

一丁目８区(百道タワー) 宮崎 信裕 自治会長 出席 

三丁目１区(ヴェルデコート) 原口 裕司 自治会長 出席 

三丁目２区（アクアコート） 中川 正次 自治副会長 出席 

三丁目３区(プライムメゾンももち) 周藤 和則 地区代表 欠席 

三丁目 （アンペレーナ百道） 井上 健一 館  長 出席 

三丁目 （グランドメゾン百道浜） 平井 栄太 自治会長 欠席 

四丁目１区(ネクサス百道・アルティコ－ﾄ) 柴崎 正廣 自治会長 出席 

四丁目２区(クリスタージュ) 長崎 雅子 自治会長 出席 

四丁目３区(サウスステージ・警察官舎) 八木 寿  自治会長 出席 

四丁目４区(戸建) 久永 明 自治会長 出席 

四丁目５区（アトモスももち） 明松 万紀 自治副会長 出席 

四丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー） 松本 四王起 自治会長 欠席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 荻林 和則 同会長 出席 

民生委員 元山 洋子 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 欠席 

交通安全推進委員会 江口 嘉彦 同会長 出席 

青少年育成協議会 大森 光洋 同会長 出席 

老人クラブ 堤  信雄 同会長 欠席 

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 柴戸 陸史 同会長 出席 

社会福祉協議会 金高 慈子 同会長 出席 

百道浜校区自治協議会 圓山 紘一 同副会長 出席 

     〃 宮山 洋志 監事 出席 

オブザーバー（早良区役所地域支援課） 横山 有二 係長 出席 
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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。 

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）の両日に福岡「まち探訪」健康ウォークスタンプラリー」を開催の案内。（有料：５００

円、子供は無料・中学生以下） 

・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。 

①エンタメ・自然と海と風を楽しもうコース。②早良街道、唐人歴史・文化コース。③商店街食育健康グルメ・

健康体験コース。 

・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。 

・参加者全員に 2500 円相当の健康グッズ詰め合わせがもれなくプレゼントされる。 

・１１月１４（土）「世界糖尿病デー」にあたり、18：00～福岡タワーをブルーでライトアップする。また、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。 

・今回、田中氏より各自治会ごとに招待券をいただいており、是非参加いただきたい。 

 

 

■議題 

 

１ 会長挨拶  （柴戸会長） 

 ・冒頭、今年も残すところあとわずかとなった。４議案について宜しくお願いします。 

 

２ 平成２１年度上期決算について （尾形会計に代わり圓山副会長より） 

 ・９月末までの中間決算報告に関しては２団体からの報告が未提出であり、１２月の総会にて報告する。 

  

３ 餅つき大会及び献血について （尾形副実行委員長に代わり圓山副会長より） 

・１２月１３日（日曜日）に百道浜小学校グラウンドにて開催する。12：00～15：00 

・今回は５項目を実施①餅つき・今回は 80Kg で計画、臼でつく。②たま入れ・体育館にて 10：00 スタート 

 ③献血・10：00～15：00 に実施。100 名を計画しているが、だいたい６５名程度。今年も各自治会には協力を

要請したい（ポスターを掲示）。④大鍋大会・600 食を計画。⑤老人会の伝承遊び。 

・当日のスケジュール→・8：45 に集合、・9：00～餅つき準備、・11：00～餅つきスタート、14：00 に終了、15：00    

 に反省会（公民館にて） 

・今回の餅つきには各自治会より２名の応援者をお願いしたい。（今月末までに公民館に FAX をお願いしま

す） ※各団体、おやじの会メンバー以外でお願いします。 

・餅つき大会の実行委員長には柴戸会長、副委員長には尾形会計にお願いする。（出席者の承認あり） 

 ・献血については、各自治会から候補者を７名お願いしたい。 

・献血は年齢制限、海外旅行者等、いろいろと制約があり、集めるのが難しいが協力をお願いしたい。献血量

は 200CC から 400CC となったが、健康な方は 600CC お願いしたいが保健所に確認する。（大屋会長より） 

・役割分担：つきて→中川副会長、蒸し→圓山副会長、まるめ→梶山館長（PTA・子供たちを交え）、あべかわ

→おやじの会、献血→大屋会長（女性４名）、大鍋→岸川副会長、会場設営→大森会長 

・百道浜福祉プラザへの案内は梶山館長より確認。 

・         

４ 公民館文化祭 （梶山館長） 

 ・平成２１年１１月１４日（土）、１５日（日） 百道浜公民館にて文化祭を開催。 

 ・スケジュール 

 ・１１月１４日（土）１０：００～１６：００ 作品展示（１、２階にて） 
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・１１月１５日（日） 

10：00～16：00 作品展示 

10：20～15：00 演技発表 

10：30～16：00 茶会 ２F 和室にて（お金をいただきます）地域の方であればどなたでもご参加ください。 

10：00～     模擬店（売り切れ次第終了）： 前庭にて、おでん、ドリンク、焼きそば、クッキー、ケーキ等 

          是非ご家族で起こしください。「憩いの家」ではぜんざいを販売。 

          ガレージセール：英会話・Bruch-up チャレンジ、卓球・ドリームチーム、賑やかに実施。 

・今年１０回目を迎え何か特別なことを考えたが、このご時勢でもあり派手なことはやらないことにした。 

 ・子供のガレージセールが少なくなってきているが、精力的に参加いただきたい。 

・演技発表では、10：20 に開会挨拶、12：00 に休憩、15：00 に演技発表終了、15：50 に閉会挨拶。 

・地域からは「百道浜小器楽同好会」、「むつみ会」、「ジョイフル＆ロイヤルホスト」、ゲスト出演として「もも FG」

「地域支援課の横山さん（フルート独奏）」に参加いただく。 

 

５ 賀詞交歓会等（柴戸会長） 

・堤様、大屋様お祝いの会のご案内 

 老人クラブ連合会の堤会長さんが、10/30 に都市緑化及び、都市公園整備・保全・美化運動の功績に対して、

国土交通大臣から感謝状が贈呈された。また、自治協議会の大屋前会長さんが交通安全活動に対する功

績を讃え 11/11 に県知事より表彰されることになりました。つきましては、お二人のご貢献、ご健闘に感謝の

意を表し 12/5（土）19：00～高木学園学生食堂にて、お祝いの会を実施する。 

・平成２２年賀詞交歓会の件 

 このようなご時勢なだけに、負担も多く、来年度の自治会主催での交歓会は中止とする。 

・百道浜校区防災訓練セミナーの件 

 11/12（木）12：00～13：00 福岡国際医療福祉学院（高木学園）にて実施。 

 防災会議への参加人数が少なく、防災に対する意識がこの校区には浸透していないため、理事会、自治会、

管理組合の方には参加いただきたい。 

・11/20（金）ブルーライト百道浜の福岡タワー点灯式 17：45～実施。百道浜小学校の演奏会もある。 

 

６ 人権標語募集について（人尊協 宮山部長） 

 ・標語募集は百道浜小学校から２５名(昨年は２０名)、一般からは２名いただいた。 

 ・一般からの応募が少ないので、できるだけ協力をお願いする。 

 

７ 各自治会、委員会からの報告 

（１）自治会からの報告 

  ・大屋会長（一丁目２区） 

防災訓練が当初 11/13 であったが 11/12 に変更された。また、11/28 の防災セミナーへの参加をお願い

する。 

  ・宮崎会長（一丁目８区） 

毎年開催しているクリスマス会の景品をホークスマーケティングの田中氏に依頼したところ、百道浜校区

として要請をいただきたいとのことで、柴戸会長より要請をお願いし、了解を得た。 

  ・長崎会長（四丁目２区） 

年明け１月にシーホークホテルにて新春の集いを開催予定。一丁目 8 区と同様に景品をお願いしたい。 

(企業の協賛は夏祭りのみとしているが、本件については今回限りということで協議会として了承した。) 

また、クリーンーアップとして 4 丁目の子ども会と住民が共同して清掃活動を明日（１１/８）に行う。 

    ・明松会長（四丁目５区） 

アトモスももちロビーにて 12/12 にクリスマスツリーを装飾する。また 12/19 にクリスマス会を実施予定。 

  ・向山会長（一丁目３区） 

12/12 にクリスマス会を実施予定。景品等は独自に準備中。 

 

  （２）委員会等からの報告 

①公民館 （梶山館長 ） 

・百道浜小学校にてグラウンドゴルフを開催。9：30 集合で 10：00～13：00 で実施。 

  芝生内で行うのでスニカーでお願いする。大人の方でもよいので参加をお願いする。 
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   ②ＰＴＡ （荻林会長 ） 

・１１月７日（土）午前中に音楽会を実施。その後は「まっぴフェスタ」を開催し大盛況のうちに終了した。 

 

③民生委員 （元山代表） 

・要援護台帳作成のため個別訪問を実施した。9/27 の定例会があり、行政側に名簿を返還した。 

・クリスマス会に向け、「子育てサロン」「ふれあいサロン」それぞれ準備している。 

 

④ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 （柴崎会長） 

 ・各自治会ごとに室見川水系一斉清掃の案内ポスターに、日時場所等を記載した別紙を貼り付け、掲示

をお願いしたい。 

・11/22（日）9：00 から 10:00 までの 1 時間、実施予定。 

集合場所は九州電力変電所前（愛宕大橋のたもと）。 

 

⑤交通安全推進委員会 （江口会長） 

・11/21（土）定例会を実施。 

・暴走族、ハント族のアンケート報告の原案を作成した。（本定例会で回覧）。これついては、コメント集が

まだまとまっていないので、正式には１２月の定例会にて報告する。 

 

⑦青少年育成協議会（大森会長） 

 ・11/1（日）に青少年育成協議会主催のウォークラリーを実施。申込み９５名に対し４４名参加で参加者が

少なかった。なお、ボランティアは７０名が参加。雨の中、各団体、自治会の方々には協力いただき感謝

している。終了後体育館にて、おにぎり、お茶を配布、食後に 3 種類のゲームを開催した（子供２０名が

参加）。来年も開催予定。 

 ・11/21（土）10：30 から定例会を実施予定。 

 

⑧寄り集う友ときずなの百道浜の会 （梶山館長） 

・愛宕浜での取り組みについて施設見学を実施予定しており、現在調整中。 

 

⑨社会福祉協議会 （金高会長 ） 

    ・各自治会におかれては、赤い羽根募金を 12 月の定例会までにお願いしたい。 

・１２/１０（木）に研修バスツアーを企画している。行き先は「風の丘・阿蘇（大野克彦）美術館」、 

募集定員は３０名（11/9～受付）、締め切りは 12/4、参加費は 1000 円となっている。 

 

８ その他 

  ○架空請求の注意について（柴戸会長、大屋自治会長） 

    ・先日、注文もしないのに健康飲料の代金請求書が送られてきたり、換気扇の清掃の注文の電話があっ

たりしている。架空請求なので、役員のみなさんも注意されたい。 

    ・なお、個人情報が記載されている役員名簿の取扱いには十分留意されたい。 

 

９ 平成２１年度１２月定例総会について 

   １２月の自治総会に関しては１８時から開催する。 

以上 


