第 5回 理 事会議事録
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理事会は長谷川理事長 を議長 として 8名 の出席 で定刻 20時 00分 に開会 された。議事録作成者 古
田一 議 事録署名人 赤 堀仁美 堀 江昭彦を選任 し本題 に入 る。
[決議事瑠
1、 定款 第 20条 により新事務局長に赤堀仁美 さんが満場一致 で推薦 され 、同時に理事長 よ り
任命 された。
2、 フェスタ諏訪森(7月 26日 )参加について (事務局 より)
(1)当 日 イ カ焼 き、缶 ビール 、当会 グッズの販売を行 う。
(2)机

4台 商店会 より借 りる。

(3)当

日参加者は 16時 現地集合す る。

(4)売

り上げは商店会発行 の券で行 い 250枚

(5)イ

カ焼きの材料等 の仕入れ について声田さんに確認 し後 日赤堀 さんよリメールで連絡

を目標 とする。

す る。
以上承認 され る。 (と、後 日メールでの確認事項を記入 しておきます。イカ焼 きの材料等 の仕
入れは声 田さんにお願 いできる。缶 ビールの仕入れ は当会が行 う。当 日の詳細は声 田さんより
メールで連絡 され る。)
3、 会員 の会費納入状況について (事務局 より)
昨年度会員 の名簿 に従 い今年度会費未納者について、理事各 自がお願 いできる先を洗い出 し督
促す ることとし、残 つた先には郵送 で督促す ることとした。
4,会 計処理について (事務局 会 計担当より)
前理事会で承認 を得 てい る棚卸商品計上に関 して、
処理勘定科 目、5月 末時点での貸借対照表、
活動状況計算書等 の資料により説明があ り、了承を得 た。
[報告事項、意見等]
1、 まちづ くり部会
当部会全体 として、教室を増やす対策、お よび企画部門、活動部門に分けてス タッフの増員対策
を行 う必要がある旨の意見が述べ られた。 (岸村 さんよ り)
(1)英 会話教室 (足田さんより)
従来 の講師が ご都合 により辞 められ ることか ら、
足田さんを中心に往年 の映画で名画 とされる
もの を選び題材 として、新規格 で英会話教室を継続す る。第 1回 は 「
カサブランカ」を取 り上
げ 4名 参加であった。次回 7月 11日 か らは 5名 になる予定である。

(2)写 真クラブ (堀江 さんよ り)

祥

5月 31日 中之島で撮影会 を行 い、参加者 5名 。次回は 7月 5日 を予定 している。
長谷川事務所 に掲示中の写真について各 自新 しい作品に変えていただ くよう要請があつた。

2、

フェスタ諏訪森で写真作品を展示できるか どうか検討す る。
ホームペー ジ ・広報部会 (足田さんより)
フェスタ諏訪森で配布できるよ うに、広報 「
諏訪森だよ り」第 6号 の発行 を予定 してい る。
内容は 100年 後 の諏訪森はどうなつてほ しいかを主な会員にアンケー トを実施 してその結

3、

果 を中心にま とめたものに したい。アンケー トに積極的に応 じていただきたい との要請 あ り。
新駅 ・周辺部会 (末吉 さん欠席 のため後 日のメール より転記す る)
6月 18日 本年第 1回 部会を開催
(1)本 年度のテーマ
・保存駅舎活用 の概要
。新駅舎 の南海電気鉄道管轄領域 の機能 とデザイ ンの検討
・広場周辺 、高架下活用、周辺道路に関する問題点の提起
(2)保 存駅舎に関する協議内容
・現駅務室エ リアは仕切 りのない状態が使 い勝手の面で望ま しい
。曳家および設置後まで耐 え うる駅舎 の保存状況 の確認
・線路 が歯側面 と駅舎 とホー ム屋根 のつ なぎ部分など細部 の処理
・防犯対策など

○次回理事会 7月 28日

(火)

以上の議事の内容 と結果を明確 にす るために議長及 び議事録署名人は次に記名押印す る。
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