
平成 29年 度 第 6回  理 事会議事録
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日 時 平成29年 9月 26日側 20時 05分 ～21時 55分 会員総数 58名 (29年 9/26現在)

場 所 浜寺校区文化会館 正会員    個 人  38名

議 長 長谷川琢也 〃     団 体   5名

議事録作成者 足田人洲雄 費助会員   個 人  21名

議事録署名人 末吉正典 土 田元浩 〃     団 体   0名

理事・出席者

7名

○ 1長谷川 |○ 1足田  |○ 1末吉  |○ 1赤堀  |○ 1堀江  | 1井 手田

○ 1古田  | 1筋  | 1佐 々木 |○ 1上田 玉木

I報 告事項

開会前に会員数の確認が行われた。個人会員について、正会員 38名 と賛助会員 21名 合計 59名 であ

つた。この他に 1名手続中があり、来月に計上する。

1.部会より

HP広 報部会

HPは 改定済み、広報誌は配布準備が出来ている。サンプルが理事会に提示された。

自治会の回覧にカロえることにして、長谷川さんの所でモノクロコピーを作つていた

だく。100部程度を見込んでいる。毎回自治会に回覧することにする。

英語の会

毎月開催しているが、9月 に 1名、10月 に 1名、合計 2名 の増加

9月 から1名休会で、差し引き、会員は7名

写真クラブ

定例会を9月 5日 に開催した。出席者は7名

10月 7日 に撮影会を開催する。行き先は曽爾高原を予定、井上さんがドローンを

入手して撮影に使 うと意気込んでいる。今回は車2台 で行く

10月 の定例会は3日 になるが、日程が詰まつているので、休会とする。

2.事 務局より 特になし

3。その他事項なし

□事業について (駅舎の百周年イベントについて)

1.会場用地

堺市に対するイベント用の土地利用の申請が必要で、担当は長谷)11さん

土地に利用範囲が決定してから手続きを済ませる。自治会の井手日会長には話してある。

2.協 賛依頼などについて

。人形劇は参加してもらえる。費用については今後の交渉になる。演技時間は 1～2時 間ぐらい

で考えて貰つている。人形劇は人気があるから、二幕目ぐらいが良いかもしれない。

10月 に入つたら現地で打ち合わせることにする。(10月 17日 で決贈



・アメ細工の白岩さんは、まだ当日の予定が決められないという返事で、とりあえず参加 という

ことにしておくので、参加出来るようになれば知らせて欲 しいと依頼 している。ポスターなど

には協賛してもらえるというように記載 しておくことにしたい。
・出しものは、人形劇の他に、コンサー ト、久坂部さんのサイン会がある。コンサー トは、諏訪

ノ森音頭、中尾さんの歌、四つのや、Ml隊 など盛 りだくさんになる。都合で二部制にしても

良い。
・ポスターは二三日中に印刷に回す。発注先はウエーブ印昂Uで考えて居る。

A4版 のチラシは90kgの コー ト紙で、2,000部(昨年は 1,000部)、 3,600円 になる。 A3版 は

100部 4,130円

・印刷物は長谷ナ|1牛乳店に届けて貰う。
・10月 の連体明けには仕上がる予定。

・警備については、おやじの会におねがいする。

3.設 備
・主な設備は小学校から借 りる。 机 10台 、椅子 20脚 、テント 大 1、小 3、その他に長谷川

さんのテン ト1張。

依頼は末吉さんが担当。

テントは前日に張る。
・電源をどこから引くか。 ミサ、ボン、花屋さんなど。

マイク、モニターテレビ、ジオラマ、など

4.幼 稚園へのパネル

900x1800mm各 1枚 、9月 29日 夕方 1600長 谷川さんが購入 して搬入する。

あいあい保育園と諏訪森幼稚園は赤堀さんから連絡する。船尾幼稚園は堀江さんから。

搬入の際に回収日をお知らせする。

回収は 11月 10日 16:00を予定。仮置きは土田さんのところを予定するので、回収には土田

さんも同行する。

5.ビ ラの配布

自治会の回覧にはA4版 400枚 程度。(上田さんの確認 369枚 、全戸配布は 3,200枚 になる)

各自配布枚数を申請する。A3の ポスターとA4の ビラについて概数が申請された。記録は事務局

で保管。A4ビ ラは全会員に配布する。

ポスターとビラの配布数 概 数

大日配布                  戸 別配布

区分 A3 代4

掲示板

連町会 会議用 4て

回覧板 40〔

小学校 60〔

総計

担当と依頼先 A4

商店会

長谷川

足 田 10C

堀江

古 田

土田

末吉

文化会館

Kohyo 1

赤堀 2



6.準 備作業
・目可日の作業 900～ 1200

テン トを張る。天候次第で、のぼりや横断幕を準備する。
・当日の作業 800～ 1000

小学生は 9:00頃 に来る。

ジオラマと駅舎の模型 2基 、

IIIその他の議案

1.グ ッズ販売について

ハン ドタオルのデザイン案が出て来た。20x20cmサ イズ

プリン トか刺繍付か。

500円 ではどうか。原価が 45円 ぐらいか。

駅舎の絵柄と1919を 入れるか。sttce 1919ではどうか。

売値を考えると、300円 か 350円 かな。価格の目途を付ける。

300円 で考えると、原価は200円 程度が目安なる。1ロ ット100枚 で考えて、長谷サilさんが

見積を取る。タオルの原価は 100円 ぐらいか。

2.ク ッキーの販売

末吉さんの担当で 90個 ■aで 考える。

次回以降の理事会開催 日は ,一

10月 は 10月 31日 (火)20時 より開催する。

11月 は 11月 30日 (木)になる。

12月 は休会、

1月 は 1月 23日 O火)

新年会は 1月 に開催する。 日取りは 11月の理事会で決める。

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。

平成 29年 10月 8日

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会

議長      長 谷川 琢 也

議事録署名人  末 吉 正 典

議事録署名人  生 田 元 浩


