
日 時 令和2年 8月 25日 秋 )20時 00分～22時 30分 会員総数 60名

(令和 2年 8/25現在)

場 所 諏訪ノ森旧駅舎 正会員    個人  43名
議 長 長谷川 琢也 〃     団体   4社

議事録作成者 佐々木 長利 賛助会員   個人  17名
議事録署名人 末吉正典  上国元浩 〃     団体   0社
理事・出席者

8名

○ 長谷川 ○ 足 田 ○ 末吉 〇 1赤堀 ○ 堀江 井手 口

○ 古 田 宮元 ○ 佐々木 〇 1土田 玉木

令和 2年度 第 3回 理事会議事録

I.報 告事項

1.会費納入数

8月 25日 現在の会員総数の報告

2.部会より

○ 写真クラブ (報告者 :堀江理事)

8月 17日 (火) 臨時にて展示 参加者 6名

○ 歩こう会 (報告者 :堀江理事)

10月 18日 (日 ) みんなのスポーツ協会・池島さんに依頼

3.事務局より

1.給湯器の電力についての契約について(足 田副理事長報告)

今回設置された給湯器は、電源が二相 200Vの仕様になっている。

一般的な家庭用電力は単相 100Vま たは単相 200Vに なっているが、今回は必要な給湯

量を大きめに見たので、二相 200Vの ものを選択 している。

これは、この容量に対しては、二相の電力料金が安くなるとい う判断によるもの。

ただし、日常の使用電力が少ないと、二相の電力は基本料金が高いので、割高になる。

これについて、堺市から本 日、

① 現段階で設備を単相の給湯器と交換することは出来ない

② 費用に関して、堺市または南海が基本料金の支払いを肩代わりすることは出来ない

③ 堺市では、電力市場を調査して、関電よりも安い価格で電力を供給する企業について

調査した

という連絡があった。

関西電力を除いて、「レーベン電気」、「シンエナジー」、「L000P電気」の三社があり、

その一覧表を提供する、という内容であつた。

これに対して、長谷川理事長より、足田副理事長と古田理事に対して、この三社を対象

として、調査した上、契約をまとめるように指示があり、これを理事会として承認。
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2.財務会計処理について(古 田理事の報告)(別紙Ⅲl)

財務諸表については、法人本体部門と旧駅舎活用部門の活動計算書と、連結活動計算書

を作成する。

また、什器 。備品台帳を作成 し、個々の什器備品に対 してラベルを貼付 して識別するこ

とにした、という報告があり、また、8月 25日 現在の会計状況の報告があった。

まず、帳簿上本体部門から事業部門に 1,000,000円 を振 り替えている。これは経理部門

振替額の欄に記載されている。

次ぎに、什器・備品台帳で購入合計額が 733,616門 になつているが、この金額が旧駅舎

活用事業会計の経常費用に計上されている。

この結果正味財産額は、

活動計算書では     本体部門    720.226円
事業部門    177,076円   合計 897,302円

財産目録上では     預金額     831,536円
棚卸資産    65,766円    合計 897,302円

となり、一致している。

なお、古田理事よりNPO会計とまちづくり協議会会計の間に混乱がないように取 り扱

つて欲 しいという要望があり、これに関連して、長谷川理事長から、コロナ対策に関して

まちづくり協議会から 50,000円 が出ているので、これに関しては別途、古田理事を交え

て整理することになる。

この他に足田副理事長より、決算の際に、什器備品について、全額を一括償却 して経費

として処理するか、一部を複数年の減価償却対象として取 り扱 うか、という選択が出来る

ので、留意しておいて欲 しいとい う発言がある。

Ⅱ。「諏訪ノ森駅旧駅舎試験活用オープニングセレモニー」

① 堺市、南海、まちづくり協議会の三者共催で実施

② 来賓は山形先生出席、久先生欠席、加賀先生未定(後 日、参加の連絡が有り)

③ 関係者に小学校校長 :忠見 亜由美校長を追加

④ 式次第

12ЮOメ ディア関係者受付開始

12130-般受付開始

13:00開  会

主催者挨拶、来賓祝辞

13:20テ ープカット (合計 6名 )

1325浜寺小学校児童のパーフーマンス (12名 +18名 )

諏訪ノ森音頭 POP、 展示作品の説明など

13:40記念写真撮影

13:50 閉 会

14ЮO参会者への設備披露

その後のことは式典の範囲外で、自由に一般公開する



実施要領、コロナ対策など説明あり

。大型扇風機 (ミ ス ト付き)稼働は南海電鉄 (株)

・受付担当は 3名
。演題、マイク、定期的に消毒

〔注意点〕

・対策 PRのため、QRコ ー ド (大阪府庁用のコー ド)を設置

〔防犯人員配置〕

12ЮO頃から浜寺校区の緑のベス ト着用にて

外国 り :古田防犯委員長

コーヨー側、受付周辺 :池島防災委員長、中塚自主警備隊長

児童到着する西側  :秋山PTA会長

会場の案内・誘導  :土田理事、佐々木理事 (記録係)

北側の担当者は気を見て堺市が準備した拡声器を使用

⑥ その他

まちづくり協議会のバルーンのデコレーションで Anniversaryと いう表示をするには

表現に問題がある、と言う意見から業者に問い合わせを行 う

・ ノベ ル テ ィ

。「浜寺諏訪森を考える会_リ ーフレット」NPOの広報資料

500部出荷予定日 :2020/08/29夕 方以降に弊社より出荷予定

。「A4ク リアファイル」 (ま ちづくり協議会で作成)

諏訪ノ森駅旧駅舎を活用したコミュニティ活性化事業啓発資料として
2000部 発送予定日 :2020/8/31

・駅舎のリーフレットに関して

つくる必要があるが、旧駅舎の整備が出来ないと写真が撮れないので未着手になって

長谷川理事長から、まちづくり協議会からのお金が使えるということで、早急に作成

することになった。

とりあえず佐々木理事に最後のまとめを御願いする事になつた。足田副理事長からは

サンプルを提供出来る。

・本会リーフレット
・末吉副理事より

諏訪ノ森 100年のリーフレット8月 28日 出稿
印刷業者へは 9月 2日 に間に合うように依頼済み

日替わり店長さん応募状況とプレオープン

1.店長さん一覧とプレオープン (別紙Ⅲ2)

解錠者と施錠者の決定

2.9月 、10月 の予定と解錠・施錠担当 (別紙・3)

⑤

Ⅲ .
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店長さんについて

来訪者から、土 。日曜日のスケジュールが空いているのはなぜかという点で意見交換が

あった。

たまたまなのか、料金が高いからなのか、日曜料金を割 り引くのが良いのかとい う意見

があった一方、そ う簡単に値引きするべきではない、とい う意見交換があつた。

Ⅳ。その他

運営事務局メンバーの決定について

古田理事から、

運営事務局が出来ていることになっているが、これに関する理事会決議はないし、メン

バーの人選も出来ていない。前回の理事会で店長さん対応の人選をしたが、その人たち

に佐々木理事を加えて事務局とい うことになっている。そ うい うことで良いなら、理事

会で決議するのが筋だとい う意見があり。

長谷川理事長は、

全員が運営事務局とい うことで機能 して欲 しいという意向だつたが、現実にはそこまで

拡げると動きにくいだろうから、現状のメンバーで「旧駅舎運営事務局」を組織 し、幹

事会の下部組織として日常業務に当たることとするとの結論にいたる。

メンバーは、

長谷川事務局長、末吉副理事長、赤堀理事、佐々木理事、土田理事

また、運営事務局のメンバーを議事録に記載 し、その都度理事会で報告する。

旧駅舎全体のレイアウト

長谷川理事長の特命で足田副理事長の担当となつているが、旧駅舎運営事務局が店長さ

んなどとの折衝の結果必要になる備品の購入などは適宜、運営事務局の裁量で購入する。

従来から計画されている什器類で予算の関係で繰 り延べになっているものは、足田冨1理

事が当面管理する。

NPO事務所の所在地

旧駅舎の利用に伴い、NPO事務所を旧駅合に移転することが既定の方針になつているが、

将来の再移転のことなどを勘案 して、事務所移転は差し止めて、文化会館が本籍地、旧

駅舎が現住所 とい う感覚で運営することになつた。

したがって、公官庁などへの届け出事項は文化会館の所在地で行 うが日常の契約は旧駅

舎で実施。

旧駅舎の鍵とセキュリティカー ド

各理事に手交 (一部は 8月 7日 に先行交付)。 また、カー ドケースを配布。

1セ ットをスワモリ隊の大橋康子さんに渡すことに決定。

鍵の管理台帳 (長谷川理事長管理)

トイレについて

工事現場に仮設 トイレが出来る様である。それ以外はないというのが公式の意向とする。



ハピルさんのテープル (屋外設置予定のテーブルの件 )

・テラスの使い方を考える必要がある。夜間は置けない

・色々意見があるが、現物を置いてみて判断したら良い

。オープンしてから判断すれば良い、との結論にいたる

ペットは、盲導大・介助犬以外はお断りとする

赤堀理事の知 り合いの王さんより、人口に置くオリジナルのアルコール台 2台寄贈

東西のガラス面カーテンの件は、ペンディング

次回理事会 :9月 22日 (火)20時より 諏訪ノ森旧駅合にて

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

令和 21■ 8月 28日

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会

理 事 会

議    長   長谷川 琢也

議事録署名人   末 吉 正 典

議事録署名人   土 田 元 浩

一・ヽ
一ヽ


