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百道浜校区自治協議会  平成 22 年度 11 月定例総会 議事録 

■ 開催日時  平成 22 年 11 月 6 日（土） １９：００～２０：４０ 

■ 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   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  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  欠席 

一丁目３区（ネクサスシーサイド）   河済 博文   自治会長 出席  

一丁目４区（サンパティーク）   鶴見 肇之   自治会長  出席 

一丁目５区・６区（センターステージ）   佐藤 正樹   自治会長  出席 

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  出席 

一丁目８区（百道タワー）   大森 貴子   自治会長  欠席 

三丁目１区（ヴェルデコート）   泊 清一郎   自治会長  出席 

三丁目２区（アクアコート）   中川 正次   副会長  欠席 

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  欠席 

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  出席 

四丁目２区（クリスタージュ）   榎本 クリカ   自治会長  出席 

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

四丁目４区（戸建て）   深山 晃一   自治会長  出席 

四丁目５区（アトモスももち）   佐伯 由美子   副会長  出席 

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  出席 

公民館   梶山 美知子   館 長  出席 

PTA   江口 展章   同会長  出席 

民生委員   元山 洋子   民生委員  出席 

ゴミ減量・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   田中 久昭   同会長  出席 

青少年育成協議会   大森 光洋   同会長  代理 

老人クラブ   山本  正   同会長  出席 

防災対策   大村 繁雄  同事務局長  出席 

寄り集う友ときずなの百道浜の会   柴崎 正廣   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   原口 裕司   副会長  出席 

百道浜校区自治協議会   宮山 洋志   監 事  出席 

オブザーバー   横山 有二 区役所係長  出席 

                                           出席 ２５名 
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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。 

■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。10 月も様々な行事があった

が、大勢の参加をいただき成功した。お礼を申し上げたい。11 月も文化祭等があるので、引き続き協力を

お願いしたいとの挨拶があった。その他、Eまち歩きへの参加の要請。特定検診参加、パトロールへの参加

など暴走族対策への継続協力要請があった。 

 

2．もちつき大会と献血（12月 12 日／日曜日） 

 尾形副会長（餅つき大会実行委員会副委員長）よりより 12 月 12日（日）に行われるもちつき大会の実施

計画の説明、人員協力要請があった。特につきての不足が問題なので、各自治会、委員会から最低１名の男

性をお願いしたい。できればプラス一人をお願いしたいとの要請があった。また当日は福岡県赤十字センタ

ーから献血車が来校するので最低 100 名の献血者を目標としたい。もちつき大会と献血協力者の名簿を 11

月 27日までに提出してほしいとの要請があった。提出は持参またはファクス、メールで公民館まで。 

□平成22年度百道浜校区餅つき大会実施計画の概要 

 日時／12月12日（日曜日）9:00〜15:00、場所／百道浜小学校グラウンドおよび体育館、 

 主なイベント内容／餅つき（餅米90キロを３うすでつく）、たま入れ（10時から体育館で）、 

 献血（10:00〜15:00、献血者に健康卵1パック、ゴミ袋、豚汁を進呈）、大鍋大会（600食分）、 

 老人会の伝承遊び（体育館で） 

 役割分担および人数（カッコ内は決定済責任者／敬称略）／統括2名（尾形）、会場設営8名、 

 つきて20 名（圓山）、蒸し4名、まるめ20名（梶山）、磯辺焼き8名、大鍋20名（岸川）、 

 献血3名（大屋） 

 

3．公民館文化祭について（百道浜公民館／梶山館長より） 

 11月13日、14日に開催される公民館文化祭について梶山館長より説明があった。 

13日の内容／様々な作品展示が中心。今年から新しく「ももちはまイキイキ活動写真展」をすることになっ

た。テーマは今年の夏祭りで、1Fのエレベータの周囲と2Fの植物採集展示と合わせて展示する。また新しい

試みとして木の花ガルテンの販売ブースができる。栗ごはんや五目ごはんの試食会もあるので、ぜひおいで

ください。 

 14日の内容／毎年恒例の様々の団体が催しを行う。プログラムは昨年に引き続き公民館で配布する。11

月8日から事前配布も行う。 

また 11月 27日に文化祭反省会と人権学習を予定しているとの報告があった 

 

4.民生委員の任期満了にともなう新民生委員体制について（柴崎会長より） 

 百道浜校区は民生委員をはじめ国勢調査なども欠員がなく他の校区に迷惑をかけていない。すばらしいこ

とで、みなさんの協力に感謝したい。今回、民生委員の８名のうち５名が交代することになったとの報告の

後、今回交代する元山さんから「３年間ありがとうございました」というあいさつがあった。 

 

5.夜間パトロールの現状と今後の実施方針（柴崎会長より） 

 暴走族クリーンアップ作戦についてみなさまのご協力ありがとうございます。おかげで早良署によると百

道浜校区からの暴走族についての110番件数は76％減と激減している。パトロールはこれまで14回実施し一

回につき平均38名の参加があり、また女性の参加も増えてきている。しかしこれから寒くなることや、マン
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ネリ化する恐れもあり、引き続きみなさんの協力をお願いしたいとの報告、お願いがあった。具体的には11

月12日（金曜日）のパトロール終了後、いこいの家で今後の方針を話し合いたい。交通安全委員会から昨年

実施した住民アンケートの結果をふまえて説明会をすべきではとの提案がある。その件についても話し合い

たい。さらに11月27日（土曜日）、暴走族対策に成功し、今も活動を継続している金山団地の自治会と情報

交換会を行うとの報告があった。最後に暴走族被害が少ない4丁目の方々の参加も増えてきており、百道浜

全体の問題としてとらえられてきていると感じる。すばらしいことであり、今後ともよろしくお願いします

との感謝の言葉があった。 

 

6．新春賀詞交歓会（柴崎会長より） 

 平成23年1月7日（金）午後7時～ウエディングアイランドマリゾンの結婚披露宴会場で行われる新春賀詞

交歓会について、積極的な参加を呼びかけるお願いがあった。 

 

7.人権標語募集（宮山人尊協副会長より） 

 公民館だよりでお知らせした人権標語について、積極的な応募のお願いがあった。応募期間は11月20日ま

で。応募作品数が小学生に押されがちなので「なんとか五分にまでもっていきたい」。ご協力をお願いしま

すとの要請。 

 

8.各自治会、委員会からの報告 

8-1 各自治会より 

□センターステージ自治会長より／医師会館付近にある時報の鐘を深夜いたずらで鳴らすものがあること 

 について、医師会総務に対策を要請した。警備を強化し、注意も行うとのこと。 

□複数の自治会長より先日行われた「ウォークラリー」について意見／「もっと子どもがわくわくするよう 

 な企画を」たまたま感想を聞いた参加者（親）から意見があった。小学生やその親だけでなく、一般の人

も参加できるイベントにしたらどうか？百道浜にはイベント関係を仕事にする方もたくさん居住している、

そんな人に意見を求めたらどうか？待ち時間が多い等、いろいろ改善点があるのではないか？等の意見があ

った。交通安全推進委員会委員長から、いろいろ意見をいただくのはありがたい。今後とも具体的な意見を

いただきたいとの発言があった。 

□各自治会でそれぞれ開催したコンサート等のイベントの報告と協力感謝の言葉があった。 

8-2 公民館 

 出入り口の水たまり対策は臨時工事終了。干支作りの参加のよびかけ、12月８日のバスハイクについて参

加呼びかけがあった。 

8-3 PTA 

 はまっぴ成功、ありがとうございましたとのお礼があった。 

8-4 民生委員 

 委員交代にともない、今、引き継ぎの準備を行っているとの報告があった。 

8-5 ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 

 11月28日（日曜日）午前9時からの室見川水系一斉清掃への参加呼びかけ。いつも目標に少し足りないの

で協力を要請。 

8-6 体育振興会 

 グラウンドゴルフ参加の呼びかけと12月5日開催される国際マラソンの警備について報告があった。 
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8-7 交通安全推進委員会 

 これまで出した各要望について実施状況を検証した。図書館北西の横断歩道は今年の１月に実現する。夜

間駐停車禁止は今年の夏、日祝など一部実現。百道浜小学校前の信号機の青時間の延長は実現した。11月20

日には地域パトロールとして車いすの通行障害の調査を行う。車いすを借りて実際、移動しながら調査を行

う等の報告があった。 

 8-8青少年育成協議会 

  11月 20日（土）10：30より開催される定例会のお知らせ。 

8-9 防災対策連絡協議会 

 11月 20日に開催される百道浜校区防災セミナーについて詳細報告と参加呼びかけがあった。 

  日時／11月20日（土曜日）13:00〜15:00（10分前集合） 

  会場／早良消防署2階会議室 

  後援／早良区役所 

  内容／セミナー（災害に強い地域作りと意見交換）、講師は早良消防署調査係長 濱池繁登氏、 

     警備掛藤田豊彦氏、セミナー終了後に今後の活動について 

8-10 寄り集う友ときずなの百道浜の会 

 大刀洗平和記念館などを訪問する予定であることの報告。 

8-11 社会福祉協議会 

 高齢者昼食会にご参加いただきありがとうございました。１丁目の会食会では場所が大きくて寂しかった

のではないかとの意見があった。いろいろ感謝の言葉があった。ありがとうございました。 

赤い羽根について共同募金についての報告／4丁目3区の川邊会長から、今までめんどうだからという理由で、

これまで自治会から適当な額を募金していたが、お願い文をつけ、各戸に封筒を配って要請した方がたくさ

んの金額が集まった。自治会活動の原点かもしれないとの報告あった。希望があれば封筒も用意できるので

連絡を。 

   

＊12月定例会  

     12月 4日（土）午後７時より 百道浜公民館 講堂 


