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百道浜校区自治協議会  平成２２年度 10 月定例総会 議事録 

 

 
■ 開催日時  平成２２年１０月２日（土） １９：００～２０：４５ 

 

■ 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   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） 渕上 格   自治会長  代理 

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 

一丁目３区（ネクサスシーサイド）   河済 博文   自治会長 出  

一丁目４区（サンパティーク）   鶴見 肇之   自治会長  出 

一丁目５区・６区（センターステージ）   佐藤 正樹   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  出 

一丁目８区（百道タワー）   大森 貴子   自治会長  出 

三丁目１区（ヴェルデコート）   泊 清一郎   自治会長  出 

三丁目２区（アクアコート）   中川 正次   副会長  出 

三丁目３区（プライムメゾンももち）  （代表者選出中）    －  － 

三丁目４区（アンペレーナ百道）   井上 健一   館長  代理 

三丁目  （グランドメゾン百道浜）   平井 栄太   自治会長 代理 

四丁目１区（ネクサス百道・アルティコート）   柴崎 正廣   自治会長  出 

四丁目２区（クリスタージュ）   榎本 クリカ   自治会長  出 

四丁目３区（サウスステージ・警察官舎）   川邊 光正   自治会長  出 

四丁目４区（戸建て）   深山 晃一   自治会長  出 

四丁目５区（アトモスももち）   佐伯 由美子   副会長  出 

四丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー）   福嶋 邦博   自治会長  出 

公民館   梶山 美知子   館 長  出 

PTA   江口 展章   同会長  代理 

民生委員   元山 洋子   民生委員  出 

ゴミ減量・リサイクル推進連絡会議   柴崎 正廣   同会長  出 

体育振興会   尾形 洋之   同会長  出 

交通安全推進委員会   田中 久昭   同会長  代理 

青尐年育成協議会   大森 光洋   同会長  出 

老人クラブ   山本  正   同会長  出 

防災対策   大村 繁雄  同事務局長  出 

寄り集う友ときずなの百道浜の会   柴崎 正廣   同会長  出 

社会福祉協議会   金高 慈子   同会長  出 

百道浜校区自治協議会   原口 裕司   副会長  出 

百道浜校区自治協議会   宮山 洋志   監 事  出 

オブザーバー   横山 有二 区役所係長  出 

                                           出席 ２８名 

 

尾形副会長の進行により、議事次第に従って議事が審議された。議事の内容は以下の通り。 
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■はじめに 

 

１．ヒルトン福岡シーホーク （河井部長） 

  先週土日に開催されたピンクリボンと海鷹浜っ呼まつり開催のお礼があった。 

  ソフトバンクホークスとともにヒルトンを宜しくお願する。 

２．ＲＫＢ毎日放送主催イベント 第１４回ラジオまつり（１０月２３日、２４日）のご案内。（柴田副部長） 

  ・アナウンサー朗読会、内部の見学など内容は盛りだくさんで是非参加をお願いする。 

   ２４日はイベントに堀内孝雄さんを迎えているので参加をお願いする。また、音響・渋滞でご迷惑をお掛けす   

   るかと思うが、宜しくお願する。 

  ・今年ドイツビールのイベントは冷泉公園にてドイツビール祭りに合わせて１０月２２日～３１日実施する。 

  ・地域の一員としてＲＫＢラジオを宜しくお願する。 

 

■議題 

１．会長挨拶 

   今回も自治会長出席が多数で感謝いたします。今後も宜しくお願いします。 

 １）百道浜校区の衛生連合（健康増進の会）は３年前に発足したが、理事２名のうち１名欠員であった。 

  今回宮山監事に引き受けてもらうことになった。⇒ 柴崎会長・宮山監事（人尊協副会長） 

  ２）敬老会昼食会を９月１２日実施し、１３７名の参加者があった。今後も続けていきますので宜しくお願いする。 

  ３）百道浜校区には６５歳以上が８２８名、７５歳以上３４６名が在住。１０月１７日、２４日に実施される 

    ７５歳以上を対象とした昼食会に自治会長も出席をお願いする。 

    個別に連絡をいただいた民生委員の方々に感謝する。 

 ４）初代自治会長夫人より依頼での紹介⇒１０月２３日に１４時から住吉神社で式年還宮大祭記念の 

   「辻幹夫１１弦ギターコンサート（前売り２，０００円 当日２，５００円）が行われます。 

 

２．２２年度上半期中間決算 

  ・今月末までに中間決算を会計の尾形氏まで提出お願いする。 

  ・自治会費が未納の自治会があるので会費納入をお願いする。 

 

３．もちつき大会と献血（１２月第２日曜日） 

 ・もちつきの際のつきてを各自治会から一名選出してもらいたい。（１１月定例会までに検討をお願いする。） 

 ・１１月までに実行委員会を立ち上げる予定。 

    ・献血を各自治会から６名出してほしい。 

対象年齢：年齢１８~６９歳（６５歳以上では６０歳から６４歳までに献血の経験がある） 

体重：５０㎏未満、風邪薬内服後、妊婦、一部の海外に出た経験者などは献血できない（昨年の基準より） 

＊ 責任者：大屋自治会長 

 

４．赤い羽根共同募金について 

・校区で集まった募金の３０％が校区の福祉で還付されるようになっているので、ご協力をお願いする。 

（募金使用例 子育て支援、障害者支援、高齢者支援、災害支援） 

・自治会のできていないところは個人的に募金していただいた。お礼申し上げる。 

・１１月・１２月自治協議会定例会の際、募金用封筒にお金を入れて納入をお願いする。 

 （まとめて百道浜校区で納金する。） 

・各自治会において、自治会費用から募金を実施しないように決まったところは個人個人に募金をお願いする。 

 （強制ではない。） 

 

５．新春賀詞交歓会 

  ・日時  平成２３年１月７日 １９：００～２１：００ 

  ・場所  マリゾン内結婚式場 

  ・参加費 ４０００円 

   ＊目的 校区内住民同士及び２丁目企業スタッフとの親睦を含めて行いたい。 

 

 

６．暴走族クリーアップ 

  ・９月３０日に早良警察署４階講堂にて百道浜地区住民・法人・警察・役所の連合会議が開かれた。 

   １１０通報が前年の７４％に減った。 

  ・早良警察署の副署長に百道浜地区住民を代表して柴崎会長が感謝状を贈った。 

  ・できる限り自治会が中心になって活動を続けていきたいので今以上のご協力をお願いする。 
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７．ウオークラリー（小学生：保護者同伴 中学生：保護者同伴なし） 

  ・日時 １０月２３日（土）９：００～１３：００（雨天決行：百道浜小学校体育館にてゲーム実施） 

  ・主催は自治協議会で校区を挙げての行事なので参加・協力をお願いする。 

   各自治会から２名の協力者を募ります。 

  ・今年は公園に加え博物館・防災センター・図書館の施設３か所が増えている。 

  ・百道浜小学校では全児童に案内を配布、前記以外の学校の児童は公民館に申込みをお願いする。 

  ・各公園・各施設・交差点のチェック表を記載し、１０月１１日（月・祝）までに公民館事務室まで提出のこと。 

   代表者の電話番号はゴールにて終了など必要事項連絡のため、必ず記載をお願いする。 

   

８．各自治会・委員会などからの報告 

  ①１丁目１区自治会～４丁目６区自治会 

  ・今年のもちつきのもち米をもう１０kg 増やしてほしい。 

  ・図書館と博物館の間の道路に違法駐車（寝ている人がいる）が多い。通学路にもなっているので大変危険。 

   →この件は自治協議会から警察に連絡を行う。（柴崎会長） 

  ・アクアコートお月見コンサートへのお誘い。コンサートと飲食が楽しめます。 

   １０月１６日（土）１７：３０より 百道浜校区皆様のご参加をお待ちしています。 

  ・クリスタージュふれあいコンサートのご案内。 

   １０月３日（日）１４：３０～１５：３０  

  ・サウスステージより 倉庫の撤去のため新品同様で処分しなければならないものがあるのでお譲りする。 

 １）BBQ 用ドラム缶（４）・網（４）・鉄板（２）・台（４）・炭（４） 

 ２）テント１張り 

 ３）ソフトボール１２個 

 ４）イルミネーションと付属品 ケヤキの６本分 

 ５）メガホンは自治協議会に寄付済み 

 ６）大型バケツ４個 公民館に寄付 

  ※１０月１０日（日）までに連絡をお願いする。 

   ・アトモス・ネクサス合同で１１月１１日 BBQ を実施する。（居住者以外参加不可） 

 

  ②公民館 

   ・百道浜カレッジ １０月１３日裁判ウオッチング実施 ３０名 会員優先 非会員１００円 

   ・子供健全育成会・ファミリーバトミントン開催 １０月１７日 １０：００～１２：００ 

    対象者：小学生以上 申込み：百道浜公民館 問い合わせ：体育振興会（岸川氏まで） 

 

  ③PTA 

   ・９月１８日・１９日に無事映画のエキストラの撮影が終了し。ご協力に感謝する。 

   ・お弁当の日 １０月８日 １２：４０～１３：３０ 

   ・１０月１４日 成人委員会の講演会 二階多目的ホール １０：３０～１２：００ 

西部療育センター 宮崎先生 子育てについて 

   ・１１月３日 地域音楽会 はまっぴフェスタ実施 

  ④民生委員 

    ・要援護者台帳の作成と調査のための個別訪問 

   ・シルバー手帳の配布 

   ・健やか赤ちゃんの訪問事業 

   ・高齢者会食会の案内状の配布 

   ・早良区社協から百道浜校区の事業所への募金のお願いの封書を預かっているので配布する。 

   ・早良区子育てマップの作成参加 

   ・ウオークラリーの参加 

 

  ⑤ゴミ減量 

   ・ポイ捨て防止キャンペーン参加のお願い １０月２１日（木）１０時～約１時間 

   百道浜校区住民・福祉プラザ・シーサイドももち関係施設協議会のメンバー等が参加する。 

 

  ⑥体育振興会 

   ・１０月１７日 ファミリーバトミントン会を開催。 

    通常のバトミントンの羽根とは違い誰にでもできるスポーツである。 

    来年は早良区の大会に組み込まれるスポーツであり、一度は見に来ていただきたい。 
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  ⑦交通安全委員会 

   １）９月１１日の講演会を開催しました。（３０名の参加） 

   ２）９月６・７日に街頭指導を行った際グランドメゾンの前をチェックポイントとして追加。 

     横断歩道がわかりにくいために、横断歩道を渡らない児童がみられた。また車がかなりのスピードで走る  

     ことが多く、危険カ所になっている。小学校の校外委員でもその場所をチェックポイントに追加してもら 

     うよう連絡をした。今後横断歩道の幅を広げるなど検討をおこなう。 

   ３）小学校前交差点の歩道点滅の時間が短いので、交通安全委員会から警察に時間を長くしてもらうよう依頼 

     した。 

       現在は５秒だった歩道点滅が１０秒に延長されている。９月６・７日の街頭指導で、子どもたちが歩道   

      を十分に渡りきれることを確認済。 

 

   ⑧青尐年育成協議会 

    ・次回定例会 １１月２０日（土）１０：３０より 

 

   ⑨老人会 

    ・敬老会に対するご協力に感謝する。 

     敬老会に出席していただいた皆さんには「老人会入会案内」を配布しているので、個人的に申し込む場合   

     の参考にしていただきたい。１２月１日発行の社協通信にも掲載されるので参照いただきたい。 

 

  ⑩防災対策連絡協議会 

   ・１０月９日 防災会議で防災センターに見学 

   ・１１月２０日 防災セミナー開催を予定 １１月定例会で詳しい内容をご紹介する。 

 

  ⑪寄り集う友ときずなの百道浜の会 

   ・９月１４日定例会実施 点字ブロックの点検を今まで百道浜人尊協だけで取り組んでいたが、全市で取り 

    上げられるようになった。 

   ・次回定例会の１０月１２日（火）に３班に別れ歩道の凸凹を校区内チェックする。転倒等非常に危険なので、 

    写真を撮って区に提出し、補修等を依頼する。植木の根による歩道の凸凹もチェックをしていく。 

   ・９月２７日 全市人権啓発地域推進組織全市交流会実施。 

   横手人尊協の方による人尊劇が行われた。（大人と子供の立場を考えるため、通常と逆の役で劇をおこなう） 

   次回百道浜校区でも実施するよう検討したい。 

 

  ⑫社会福祉協議会 

   ・高齢者昼食会に自治会長も出席をお願いする。（地域の一人暮らしの高齢者を見守ってもらいたい。） 

   ・昼食会当日がアトモス・ネクサスの BBQ 日程と重なったので、次回は話し合いをもち、日程の調整を 

    行いたい。 

   ・各自治会長には昼食会出席の是非お願いする。（各自治会の出席者名簿も添える。） 

   ・前年度は３月に実施したが、折角自治会長と高齢者の方に接点ができたのに４月には自治会長が交代する 

    ので今年は日程を早めて実施することにした。 

    

  ⑬福岡市役所より  

    広報物回覧等業務謝礼金の支払いに関する書類不足がある自治会は書類に記載し、同封の封筒で郵送を 

    お願いする。 

 

  ⑭原口副会長より  

    レジメの最後にある役員名簿のチェックをお願いするとともに、間違いがあればお知らせいただきたい。 

 

＊１１月定例会  

   １１月６日（土）午後７時より 百道浜公民館 講堂 

 
 

ご依頼 
 

定例総会に配布される資料は、前日の１７：００までに公民館へお届け下さい。 

ご協力をお願いします。 
 

 


