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平成 26年度 事業報告書 
特定非営利活動法人 浜寺諏訪森を考える会 

 

Ⅰ 事業期間 

 

 平成26年4月1日～平成27年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 

  当法人は、諏訪ノ森駅の駅舎が、南海本線連続立体交差事業工事の進捗に伴い、駅前広場に仮

移転され、さらに新駅舎の完成後に本移転されたときに、現在の駅務室や周辺広場を活用して、

事業を行いながら建物の維持管理を推進し、その事業の成果として、まちの発展に寄与すること

を企画しています。当法人の発足が実際の設備移管に先行していますので、それまでは仮の事業

遂行になります。 

  定款第5条に定められている事業の中で、今年度は④地域住民の生涯学習と生涯スポーツの支

援事業、⑤地域のイベントに関する事業、および、➅ まちのイメージと情報を発信する事業を

実施しました。 

④の事業では、浜寺校区文化会館内で、駅舎読書会、高齢者のための英会話教室、手話教室、

囲碁教室を定期的に開催いたしました。また、諏訪森歩こう会への参加を呼びかけ、毎月各地に

出かけて歩いています。また、新たに写真クラブが発足しております。 

⑤の事業では、4月に浜寺小学校のはまでらっこまつり、5月に浜寺公園で開催するローズカ

ーニバル、7月に諏訪森商店会が開催するフェスタ諏訪森に賛助参加しました。さらに、毎年12

月に実施している、クリスマスイルミネーションというイベントを主催しました。 

➅の事業では、主として⑤の事業に参加する場で、地域の情報を展示したり、まちのイメージ

を形取ったグッズやポストカードを販売したりしました。特に、今年度は、諏訪森をデザインし

たTシャツを作成して販売しました。また、南海電鉄が「赤いラピート － ガンダム戦士」の企

画を導入しましたので、ラピートと諏訪ノ森駅を組み合わせた絵ハガキを作成し販売しました。 

   連続立体交差事業の進捗状況は当初予定から遅れていますが、ようやく用地取得の目途も付い

て、一部では駅施設の改造などが始まり、事業の進行が目に見えてきました。また、前年に実施

された、新駅に関する計画提案競技の最優秀賞受賞作品の、第2回地元説明会が6月に開催され

ております。 

このような事業の進展に合わせて、本法人の受け入れ態勢の強化が強く求められておりますので、

会員各位のご理解とご協力をお願い致しております。 

 

 なお、平成27年3月31日の会員数は次の通りになっています。 

 個人会員  正会員   51名 

     賛助会員   35名 

        団体会員  正会員     3団体 

        団体会員  賛助会員    1団体             
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Ⅲ 事業の実施状況 

 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 

   (1)   (事業名) 地域住民の生涯学習と生涯スポーツの支援事業 

 （内 容）  

  駅舎読書会    主催 久家義之 

    毎月1回開催、合計12回開催しました。 

毎回の参加者は約10名、様々なジャンルの作品を取り上げて、

感想や意見の交換をしております。 

  高齢者のための英会話教室 講師 中本登美子 

毎月1回開催、休会月があって、本年度の開催は10回でした。

参加者約10名で実用英語のレッスンを行っています。 

  手話教室  講師  中島 豐 

    毎月1～2回開催で、本年度は15回開催しています。 

参加者約 10名で手話技能検定 5級程度の指導を実施しています。 

  囲碁教室  指導  永井昭義 

    毎月1回開催、合計12回開催しました。 

参加者5名程度で、初歩の手ほどきから始めています。 

  諏訪森歩こう会  世話役  岸村 伸一 

    毎月1回開催、本年度は11回開催しました。 

参加者10～15名で、日曜日の午前中に実施しています。 

  写真クラブ 世話役  堀江昭彦 

    毎月1回の定例検討会と不定期の撮影会を5回開催しました 

撮影会の参加者は約10名。 

市中で作品の展示を行っています。  

 

（実施場所） 主として浜寺校区文化会館で実施している。 

（実施日時） 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に実施  

（事業の対象者）本会の会員とその他の地域住民など 

（収 入）       0円  

（支 出） 10,232円 (連絡通知用資料作成費)  

    

 

 （２－１）（事業名）地域のイベントに関する事業 

はまでらっこまつり 

（内 容） 

浜寺小学校の子ども達のイベント「はまでらっこまつり」に賛助参画しました。

前年に引き続いて 河村さんにお出で頂いて、子ども達に大道芸を見せて頂きま

した。 

グッズの販売も実施しました。 

（実施場所） 堺市立浜寺小学校 

（実施日時） 平成26年4月27日に実施  

（事業の対象者）浜寺小学校の児童とご家族 

（収 入） 0円  

（支 出） 0円   
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 （２－２）（事業名）地域のイベントに関する事業 

   ローズカーニバル  

（内 容） 

浜寺公園で毎年開催されているローズカーニバルに賛助参加しました。本年は

会の展示に加えて、いか焼きを販売して参加者に喜んで頂きました。  

（実施場所） 浜寺公園内 

（実施日時） 平成26年5月18日に実施  

（事業の対象者）広域の参集者 

（収 入） 90,300円 (商品売上高)  

（支 出） 51,692円 (材料費、燃料費、参加料)  

 

   （２－３）（事業名）地域のイベントに関する事業 

   フェスタ諏訪森 

諏訪森商店会が主催する地元の夏祭りで、様々な模擬店などが設けられます。

当会はいか焼きの販売を担当して参加の皆様に提供致しました。 

（実施場所） 諏訪森商店街 

（実施日時） 平成26年7月27日に実施  

（事業の対象者）地域住民 

（収 入） 69,350円 (商品売上高)   

（支 出） 27,082円 (材料費)  

 

（⒉－4）（事業名）地域のイベントに関する事業 

  クリスマスイルミネーション 

（内 容） 

南海本線諏訪ノ森駅駅前において、野外のイベントを開催致しました。展示企画

の一つは、地元の幼稚園、保育園の園児によるパネル作品を展示して、まちの皆

様にご覧頂く企画です。パネルは巾と高さが1.8メートルで、各園毎に1枚ずつ

作成頂きました。また、本会の写真クラブの作品を1枚のパネルに並べて貼付し

て展示しました。 

演技としては、はまでらM1隊のよさこいの演技、四つのや図書館の有志による

ハンドベルの演奏、中尾克己さんのクリスマスコンサートなどが行われました。 

さらに、今回は、園川絢也さんの企画で、アートのワークショップを開催いたし

ました。また、例年通り、懐かしい諏訪森の映像の映写や、飲み物のサービスな

どを実施致しました。   

（実施場所） 南海本線諏訪ノ森駅前  

（実施日時） 平成26年12月13日 

（事業の対象者）地域住民や諏訪ノ森駅駅の利用者 

（収 入） 10,000円 (寄付金)  

（支 出） 15,076円 (飲み物代、装飾品代)  

 

(３)  (事業名) まちのイメージと情報を発信する事業 

  グッズの頒布 

(内  容) 

地元のイメージをデザインしたグッズなどの販売を行いました。 

本年は新たにＴ－シャツを作成して、フェスタ諏訪森の際に試験的に販売しまし
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 た。また、南海電鉄がラピートに対して、4月26日から6月末まで、「赤い彗

星の再来 特急ラピート ネオ・ジオンバージョン」と称して、真っ赤な外装の車

両を運行しました。この列車と諏訪ノ森駅舎を組み合わせた写真を絵はがきに仕

立てて販売しました。  

(実施場所)   主として各種イベント会場 

(実施日時)  適宜 

(事業の対象者)  イベント会場への来訪者 

（収 入) 45,533円 (Tシャツ、絵はがき、その他のグッズ販売代金) 

（支 出） 63,681円 (T-シャツ原価、絵はがき印刷料金) 

 

 ２ その他の事業   なし 

 

 

Ⅳ 社員総会等の開催状況 

 

 平成26年度全体会議 

（日 時） 平成26年4月20日19時00分から21時まで 

（場 所） 浜寺三光会館 

（出席者数） 16名 

（内 容） 

 1. 設立した法人の役員紹介 

 2. 運営組織の報告 

 3. 部会についての運営方針の説明 

 4. 平成26年度事業計画の説明 

 5. その他事項、自由討議  

      

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

 第1回理事会   

 平成26年4月1日   20時より22時15分まで  

浜寺校区文化会館にて開催 

   理事の数  9名、出席した理事の数  9名 

 監事の出席 1名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があたので、定款の規定により理事長長谷川琢也が議長

になり、直ちに議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は赤堀、議事録署名人は芦田祐宏と足田八洲雄に決定した。 

 

 第1 号議案：- 理事会の運営について 

  理事会の運営について以下の事項が事務局より提案され、全会一致で承認された。 

  1. 議長は定款35条に従い理事長が当たる。 

2. 議事録作成者は出席理事の中から一名が持ち回りで就任する。また、議事録

署名印は二名が順番に当たる。 
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第２号議案:-  副理事長の職務代行順序 

定款第14條3号に定める副理事長の理事長代行順位は芦田祐宏、足田八洲雄の

順とすることが全会一致で承認された。 

 第３号議案:- 顧問推薦の件 

顧問には、諏訪森商店会会長高田和夫氏と浜寺校区自治連合会長の永井昭義氏に

就任を依頼することが提案され、全会一致で承認された。   

第４号議案:-  全体会議開催の件 

第1回全体会議を4月20日19時より三光会館で開催することが提案され、全会

一致で承認された。 

 第５号議案：- 印鑑等について 

銀行印兼用の実印は法人設立に合わせて作成され、印鑑登録済みであることが報

告された。また、これに加えて、認印とゴム印を作成することが提案されて、全

会一致で承認された。 

 第６号議案：- NPO法人の会員募集について 

会員募集のためのリーフレット等の書類の作成と、その完成後に配布することが

提案されて、全会一致で承認された。 

 第７号議案：- 参加イベントについて 

本年度のイベント参加について下記のイベントに参加することが提案されて、全

会一致で承認された。 

1. はまでらっ子まつり (4月27日) 

2. ローズカーニバル (5月18日) 

3. フェスタ諏訪森 (7月23日) 

 その他の報告事項：－ 

1. ＮＰＯ法人の設立手続きは予定通り3月25日に承認され、4月1日に設立登

記された。 

    2. 4月13日に、会員のお花見懇親会を浜寺公園で開催する。 

  3. 駅舎活用部会の実施企画が別紙にて配布された。 

4. 組織表が作成されて、従来の駅舎活用部会はまちづくり部会に改称し現駅舎

の運用に係わる事項を担当する。現駅舎の活用提案は新駅周辺部会が担当する。 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後10時閉会を宣

した。 

 

 第2回理事会  

 平成26年4月22日    20時より22時15分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。本理事会は開会時に理事長が不在のため、定

款の規定により副理事長芦田祐宏が議長になり、直ちに議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は足田八洲雄、議事録署名人は岸村伸一と古田一に決定した。 

 

 第１号議案:- 会計処理の原則 

  会計処理の原則について下記の通りの提案があり、全会一致で承認された。 

1. 会員が支払った経費の精算は、NPO法人浜寺諏訪森を考える会と明記された



6 

 

 

領収書の提出により行うことを原則とする。 

2. 領収書が入手出来ないときには、会計担当者が準備する書式にしたがった支

払証明書を提出し、それに理事長が承認印を押印することにより決済される。 

3. 会員が会の運営業務として書類をプリンター等を用いて作成した場合の印刷

工程費用の清算金額基準は別途定める基準に従う。 

 第２号議案：- 浜寺校区文化会館の利用料金について 

文化教室、歩こう会の参加者への入会依頼について次のように取り決めること画

提案されて、全会一致で承認された。 

1. 文化教室への参加者で会員外のものに対して文化会館の費用負担の名目でＮ

ＰＯに加入して会費を支払って貰うことにする。 

2. 文化会館を利用しない歩こう会については入会を条件とせず任意加入を御願

いするに留める。 

 

 その他の報告事項：－ 

 

  1. 事務局・古田会計担当より次の通りの報告があった。 

  ・銀行口座は4月10日に開設した。 

   銀行名  三井住友銀行浜寺支店 普通預金口座 

   口座の名義人 特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会 

     理事長 長谷川琢也 

   銀行届出印は法人の実印とし、理事長が保管する。 

   日常の取引は通帳とキャッシュカードにより行う。 

  ・ 旧浜寺諏訪森を考える会の清算は4月20日に完了した。 

清算後の財産は334,622円で、ここから清算に要した費用1,000円を差

し引いて、残高を4月21日にＮＰＯ法人に寄付した。 

・旧浜寺諏訪森を考える会の口座 

これは、浜寺諏訪森を考える会刑部忠彦名義であり、刑部氏に連絡して

解約する。 

  2. お花見の会費 

4月13日に開催したお花見の会費は参加者の自己負担であったが、残高

の4,000円は参加者の同意を得て、NPOに寄付することになった 

   3. HP・広報部会からの報告 

ＮＰＯの会報第１号は4月20日付けで発行して、全体会議出席者には

縮小版を配布した。 

会員への配布は入会案内と同封して発送することになり、少し遅れて配

布する。 

ホームページは現在のレンタルサーバーの契約更新時期に合わせて全面

模様替えを行う。 

  4. 参加イベントの計画について 

  ・はまでらっ子まつり 

   当日の準備は8時30分から行う。 

出し物は河村さんの大道芸とグッズ販売で、この他に、酒井さんのステ

ンドグラスの展示がある。 

  ・ ローズカーニバル 

いか焼きと飲み物の販売店を開設する。会計処理は別会計として、収益

をNPOに寄付する形にする。 
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5. 共通デザインの名刺 

名刺を作成するという提案がった。全体のデザインをというつするのは

各人の都合があるので難しいが、共通のロゴを利用することは可能なの

で、検討することになった。 

  6. 写真クラブ 

写真クラブの世話人は堀江昭彦さんに御願いした。第１回の会合は5月

6日19時から文化会館で開催される予定。 

 

なお、理事長が途中で出席したので、代行議長と交代した。 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後10時

閉会を宣した。 

 

 

第3回理事会  

 平成26年5月29日  20時から22時まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 

 監事の出席 2名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。本理事会は開会時に理事長が不在のため、定

款の規定により副理事長芦田祐宏が議長になり、直ちに議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は岸村伸一、議事録署名人は末吉正典と古田一に決定した。 

 

 第１号議案:- ローズカーニバルについて 

  ローズカーニバルは5月18日10時から16時30分まで開催された。 

  当日はいか焼きと飲料、およびグッズを販売した。 

   いか焼きなどの販売収益は38,608円でこの金額がNPOに寄付として提供される。 

  グッズの販売は売上高が9,200円で、NPOの収入として計上される。 

  この事業の結果について全会一致で承認した。 

 第２号議案：- 浜寺校区文化会館の使用料について 

浜寺校区連合自治会から今年度の会館使用料を50,000円＋αで考えて欲しいと

いう申し出があり、50,000円について全会一致で承認し、上乗せ分については

理事長に一任した。 

 第３号議案：- フェスタ諏訪森について 

フェスタ諏訪森は７月27日に開催される。今回もいか焼きとビールの販売を行

う。新たに、Tシャツと新規に注染手拭いの販売を企画し、次回の理事会に諮り

たいという要望が出た。これについて全会一致で承認された。 

 第４号議案：-四つのや図書館に会員として参加する件 

四つのや図書館は本会の会員になっている。逆に本会が四つのや図書館の会員に

なり相互の協力を密にすることが望ましいので、その手続きを行う。これについ

て全会一致で承認された。 

 

 その他の報告事項：－ 

  1. 部会より 

・ まちづくり部会から、文化教室参加者対象の会員受付は順調に進んでいるこ
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とと、写真クラブは2回の集会があり、撮影会の計画を進めている、という報告

があった。 

・新駅周辺部会からの報告 

堺市が新駅のデザインに関する説明会を6月28日に実施するという連絡が入っ

た。高架下利用について、少しファジーな考えで良いかと思うということと、商

店会との連携を理事会ベースで進めて欲しいという希望が出た。 

・HP広報部会から、ホームページについてはサーバーの契約更新について検討

している。会報の編集については児玉氏と中本氏の参加が決まった。また、会報

に商店会の広告を掲載してはどうかという提案が出た。 

・道路部会については、6月3日に駅前道路西の歩道橋についての集会が開かれ

るという報告があった。 

2. 文化会館の運営についての連絡事項 

. 入り口にインターホンが設置された。 

. トイレやエアコンの消し忘れがあるので注意が必要。 

. ホワイトボードは必要に応じて三光会館から借りる。 

. 運営については末吉理事が永井会長と連絡を取る。 

3. 事務の取扱について 

. ゴム印が出来た。 

. NPO法人の設立書類は物置のキャビネットに備え置く。 

. 理事会議事録は会員には配信せず、必要事項は会報で会員に知らせる。 

.本会は、四つのや図書館に団体会員として入会する。 

  4. 会計処理の原則について 

  . 本会の当面実施する事業は、 

   地域住民の生涯学習と生涯スポーツの支援事業   

   地域のイベントに関する事業 

   まちのイメージと情報を発信する事業 

   .会計基準 

   1年未満の期間に消耗する物品および10万円未満の物品は全て消耗品。 

   事業の販売品を製作する費用は、売上原価に計上する。 

  . 複式簿記 

簡単な帳票を準備した。必要な表をそれぞれのセルに関連づけて作成し

ているので、活用して行く。  

  なお、理事長が途中で出席したので、代行議長と交代した。 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後10時

閉会を宣した。 

 

 

第4回理事会  

 平成26年6月24日 20時30分から22時まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により理事長長谷川琢也が議長に

なり、直ちに議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は西尾隆裕、議事録署名人は古田一と堀江昭彦に決定した。 
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 第１号議案:- 議事録の管理について 

 

議事録作成者は議事録署名人と理事長の承認押印後に、当会のメール配信者末吉

理事に原本を送付する。末吉理事はその議事録内容を、理事、監事、顧問に送付

する。 

議事録の原本と理事会での配付資料は文化会館に保存する。 

 第２号議案：- フェスタ諏訪森について 

Tシャツと新規に注染手拭いの販売を企画していたが、Tシャツののみとし、色

は白で、柄は紺色一色のものの見積もりを30枚基準でとることになり、全会一

致で承認された。 

 その他の報告事項：－ 

  1. 新駅・周辺部会 

 .第2回新駅・周辺に関する意見交換会が6月28日に三光会館で開催される予

定。 

  堺市、南海電鉄、設計コンサルタントが参加する。 

  2. HP・広報部会 

    レンタルサーバーの契約を更新した。新しいホームページを作成中。 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、22 時閉会を宣した。 

 

  

第5回理事会  

 平成26年7月22日   20時から21時30分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数7名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。理事長長谷川琢也と副理事長芦田祐宏が欠席

のために、定款の規定により、副理事長足田八洲雄が議長になり、直ちに議案の審議に

入った。 

本理事会の議事録作成者は末吉正典、議事録署名人は古田一と赤堀仁美に決定した。 

 

 第1号議案：-  JCまつりについて 

  本年はJCまつりに参加しないことを、全会一致で決定した。 

 その他報告事項：- 

  1. まちづくり部会 

. 人について、スッタッフになる人材が必要、モノについては観光マップのよう

なモノを作るかどうか。 

  .文化教室間の交流を考える。 

.歴史を語る会で話が出た「ドングリ会」は、当時の商店街の二代目を中心にし

て出来た会で、ドングリの背比べをもじっている。 

  2. HP・広報部会 

.HPは前回と同じURLを使って、7月7日から新しいページを掲載した。山口さ

んの担当するブログがよく書き込まれている。今後はまちのニュースを増やして、

その積み重ねがまちの記録になるようにしたい。 
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会報では、企画モノをシリーズ化することを企画する。例えば歴史や、人の紹介

を行う。 

.回覧板に会報の縮小版やHPの案内ビラを入れることを考える。 

3. 新駅周辺部会 

. 諏訪ノ森駅・駅周辺景観デザインについての第2回市民意見交換会が6月28

日に開催された。参加者は27名だった。堺市からはその議事録が出ている。 

① 駅前広場/自由通路の人/自転車/車の動線の確認が必要。 

② 現駅舎の記憶をどのようにして新駅に反映させるか。 

3. 事務局から 

. 会員の入会について、入会案内セットの準備と督促を行う。 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後9時30分に閉

会を宣した。 

 

第6回理事会  

 平成26年8月26日  21時10分から22時15分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 

 監事の出席 1名 

 

理事会の開始に先立ち、堺市の金田氏と北川氏から、「諏訪ノ森駅の現駅舎試験活用」

について説明があり、理事会の開催は21時10分からになった。 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長

になり、直ちに議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は古田一、議事録署名人は赤堀仁美と堀江昭彦に決定した。 

 

 第1号議案：- まちづくりとステンドグラスの見学会の件 

  目的： 旧吹田村のまちづくりの取り組みとその状況の視察 

  日時： 10月26日  

  目的地： 旧吹田村(浜屋敷、吹田の渡し跡、旧西尾家住宅、等) 

  この提案を全会一致で承認した。 

 第２号議案：- クリスマスイベントの件 

  クリスマスイベントの実施について賛否が問われ、全会一致で開催が決定した。 

  開催日は12月13日とし、1日のみの開催となった。 

 その他報告事項：－ 

  1まちづくり部会 

  .歩こう会は6月と7月は雨天のため中止となった。 

  .映画会の開催について 

  一般公開について著作権の問題があり、状況を調査してる。 

  .昔の諏訪森について、メンバーの記憶を校区地図上に付箋で表示した。 

  .ホワイトボードについて各教室と相談して購入を検討することにした。 

  2. 新駅舎部会 

  駅前の人と自転車の動線をチェックすることを考えている。 

  3. HP広報部会 
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  .ホームページのカレンダー表示を使って行事予定を掲載している。 

  . 会報第３号はクリスマスイベントを中心に編集する。 

  .まちの案内図を作ってみる。 

  . 会報の定期配布先を次回の理事会で決めたい。 

  4. 道路部会 

  .将来道路部会主催で堺市と意見交換会を開催することを考えたい。 

  5. 新駅・周辺部会 

.新駅の駅機能部分に関するデザインの具現化について当方の意向を堺市などに

伝える必要がある。コンペ入賞者と南海の動向を知るために、堺市に調整役を御

願いした。 

6. 事務局からの会計報告 

. フェスタ諏訪森の収支は、収入約、70,000円で収益が40,000円程度になる。

グッズ販売は合計19,500円だった。 

.事務局から毎月末の会員数を理事会に報告することにした。 

 

 議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後10時15 

分に閉会を宣した。 

  

 

第7回理事会  

 平成26年9月23日   20時から21時45分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数6名 

 監事の出席 1名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長

になり、20時に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は赤堀仁美、議事録署名人は足田八洲雄と芦田祐宏に決定した。 

 

 第1号議案：- 堺市の「都市計画道路見直し方針(案)に対する意見募集」の件 

現段階で本会として意義のある意見はまとめにくいので、会としての意見の提出

は見送るが、会員個人で意見のあるものは直接出して貰うということになり、全

会一致で承認した。 

実際の道路計画の見直しについては、本会として考え方や方向性について話し合

いが必要で、道路部会で検討する。 

 第2号議案：- 会報の贈呈 

会報の贈呈先に付き、行政、地域団体、学校など18団体を定め、全会一致で承

認された。 

 その他報告事項：- 

  1. 新駅部会 

 . 新駅駅前付近の歩行者・自転車・自動車の動線について様々角度から検討する。 

   2. HP広報部会 

  . 会報に発行は10月20日を予定している。 

3. 浜寺校区文化会館でホワイトボードを購入したので。利用できる。主として

手話教室で利用する予定である。 
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  4. 連続立体交差事業 

  . 工事の進捗状況についての説明会を開催するという申し入れがあった。 

    全会員を対象として10月28日 19時より三光会館で開催される。 

  .次回の理事会はこの説明会に引き続いて20時より同会館で開催する。 

 

 議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、21時45 

分に閉会を宣した。 

 

 

第8回理事会  

 平成26年10月28日  19時から22時20分まで 

浜寺三光会館にて開催 

   出席した理事の数7名、 

監事の出席1名 

 

理事会の開催に先立ち、堺市から金田氏、北川氏、および、南海電鉄から谷氏、松岡氏が来訪し

て諏訪ノ森駅付近と仮駅舎の進捗状況の説明があり、理事会はその後に開催された。 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長になり、

20時に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は堀江昭彦、議事録署名人は足田八洲雄と赤堀仁美に決定した。 

 

 第1号議案：- 駅舎読書会の開催場所変更の件 

. 久家義之さんから、読書会の開催場所を浜寺校区文化会館から鳳の西図書館に

変更したい旨の申し出があった。 

  変更の理由は； 

   図書館からの本の貸し出しと返却に手間がかかる。 

   会場の机やいすの設営が高齢の会員には負担が大きい。 

   会場費がかかる。 

以上の状況で、西図書館での開催の方が合理的であるので、この提案を受理する

ことを満場一致で承認した。 

  この際、この読書会の事業は本会の事業から切り離すことにした。 

 第2号議案：- 会報郵送の件 

  会報の配布は原則として各戸にポスティングしている。 

遠隔地在住の会員や寄贈先に対しては郵送することになるり、郵送費が必要に

なる。 

郵送数は16件程度であり、満場一致で承認された。 

 第3号議案：- クリスマスイベントについて 

クリスマスイベントに諏訪森在住の園川絢也さんの作品を展示することの提案

があった。内容が不明であり、11月25日に理事の代表が園川さんに会うこと

になっている。時間的な制約があり、最終結論に向けて本件を審議するために、

11月12日に臨時理事会を開催する。 

以上の事項について討議して全会一致で承認された。 

 第４号議案：- 久家義之さんの講演会 

久家さんの講演会を開催する企画がある。当初、本会と四つのや図書館の共催を
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考えていた。しかし、四つのや図書館では創立５周年記念事業としたい、という

意向である。それならば、四つのや図書館が主催し、当会はそれに協賛するとい

う形にするということで、全会一致で承認された。 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、22時20分に閉会

を宣した。 

 

 

第9回理事会  

 平成26年11月12日  20時から21時50分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数7名 

 

 (議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長になり、

20時に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は芦田祐宏、議事録署名人は岸村伸一と末吉正典に決定した。 

 

 第1号議案：- クリスマスイベントと園川絢也作品展について 

11月2日に正副理事長と事務局担当者が園川氏と打ち合わせた結果、イベント

の概要は次の通りであった。 

  .11月30日に会員向けのワークショップを開催する。 

  .12月7日に児童向けのワークショップを開催する。 

  .12月13日クリスマスイルミネーション当日 

   17時から19時まで 務ビル1Fにて自由参加のワークショップ開催 

   19時から21時まで作品の展示 

   作品の概要は写真などで紹介された。 

本会として、この作品展をクリスマスイベントの企画に加えるかどうかの検討を

したが、全会一致で作品展の実施を了承した。 

 その他の報告事項： 

  ．クリスマスイルミネーションの企画 

   会場はイオンタウン東側の堺市連立予定地とし、kOHYO に了解も取った。 

        16時から準備を開始し、19時に開会する。 

        ミニコンサートにはM-1隊のよさこい、四つのや図書館のハンドベル

        中尾克己さんのクリスマスコンサートが出場する。 

                       また、園川絢也さんのワークショップを務ビルで開催する。 

       西堺警察署から道路使用許可を取る。(長谷川理事長) 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、2１時50分に閉会

を宣した。 

    

第10回理事会  

 平成26年11月25日  20時から22時まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 
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 (議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長になり、

20時に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は岸村伸一、議事録署名人は末吉正典と古田一に決定した。  

 

 本理事会は決議議案無く報告事項のみ 

  1. まちづくり部会 

  . 旧吹田村見学会では、3名の新規参加者があった。 

  . 読書会は1月の定例会から西図書館に移動する。 

  . 歩こう会は12月は休会とする。 

  . 部会は12月は休会で、1月は新年会を兼ねて実施する。 

  2. HP広報部会 

  . 第3号の発行部数は103部だった。尾崎整骨院の待合室に5部置いている。 

    寄贈は17部になっている。 

  . 第4号は1月20日に発行する。 

  3. 新駅部会 

  . 部会で駅前の自転車の動線について検討した。 

  . 駅東の道路の図面を堺市に要求したがまだできていないということであった。 

  4. 道路部会 

  . 高架工事について自治会と本会の推進について意見交換をしている。 

  5. 写真クラブ 

  . 11月23日に万博記念公園で撮影会を開催し、15名が参加した。 

. よるの定例会だけではなく、昼間に例会を開くことも考えてはという意見が出

ている。  

  .クリスマスイルミネーションに写真パネルを展示することで準備している。 

  6事務局 

. クリスマスイルミネーションとワークショップへの参加希望を募る案内を出し

た。 

 クリスマスイルミネーションの企画についての報告 

  1. 各種届け出 

  . 南海電鉄は諏訪ノ森駅に声を掛ける。 

  . コーヨーには電源の使用を依頼し、許可を貰っている。 

  . 務ビルのコンセントが使えないので、発電機を用意する。 

  2. 幼稚園と保育園について 

  . パネルは配布済み  

  . 回収日の予定とワークショップへの参加を依頼している。 

  3. コンサートの出演順は； 

   ①ハンドベル 

   ②よさこい 

   ③ 中尾さんのクリスマスコンサート 

  4. ポスターの印刷は完了。 

  5. ワークショップ 

11月30日のワークショップ参加者は、12月7日の土曜びっ子のワーク

ショップではスタッフとして支援して欲しい。 

  6. 当日の準備予定 

  . 12/7 土曜びっ子終了後大行灯の写真を新しくする。 
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  . 12/12 午後4時から小学校の机を運搬する。 

  . 12/13 午後4時に務ビル集合. 

    物品販売 Tシャツ2,000円  ポストカード、その他 

    各部署のスタッフは11/12の連絡に従う。 

 年末年始の日程 

  . 1月13日  理事会 

  . 1月31日  新年会 

  . 2月24日  理事会 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、22時00分に閉会

を宣した。 

 

第11回 理事会  

 平成27年1月13日   20時から21時30分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 

 

 (議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長になり、

20時に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は末吉正典、議事録署名人は古田一と赤堀仁美に決定した。 

 

 第1号議案 総会開催に向けての準備の件 

  1. 平成26年度総会は5月24日に開催する。 

  2. それにともない、理事会の開催予定を次のように定める。 

  . 2月24日 定例理事会 

  . 3月24日 定例理事会 

  . 4月14日 臨時理事会  決算案の承認 

  . 4月21日 定例理事会 

  . 5月24日 定例理事会 理事長の互選 

  3. 会計は3月20日に仮決算を行う 

  4. 総会の案内は4月20日に発送する。 

  

 その他の報告事項： 

1. 読書会について 

. 西図書館で開催することになり、本会の事業から外れたので、窓口業務は行わ

ない。しかし、読書会についての問い合わせがあれば紹介する。 

. これとは別に、地元で読書会を開催したいという意向があれば、改めて検討

する。 

  2. HP広報部会 

  . 会報第4号を1月20日に発行する。 

  3. クリスマスイルミネーションについて 

  . 園川さんの参加により子ども達との接点が増え、イベントの厚みが増した。 

  . 開催日を1日にしたので、集中して取り組めた。 

  . 寒さのせいでM-1隊の演技が終わったときから人影が減った。 

  . 発電機のトラブルとスタッフ不足で運営や照明に問題があった。 
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  . 収支は5,076円の赤字になった。 

 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、21時30分に閉会

を宣した。 

 

第12回理事会   

平成27年2月24日  20時10分から22時15分まで 

  浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 

 監事の出席  1名 

 

 (議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。理事長が遅参のため、定款の規定により、副理事長足

田八洲雄が議長になり、20時10分に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は古田一、議事録署名人は赤堀仁美と岸村伸一に決定した。 

  

  

第１号議案  今年度決算につについて 

 事務局より下記の通りの予定が発表され、全員一致で了承された。 

  3月20日 会計仮決算、事業報告の取りまとめ 

  3月24日 第13回理事会開催 

  4月14日 第14回理事会(臨時理事会) 

  4月20日 総会案内状送付 

  5月24日 第15回理事会、総会開催 

  5月28日  堺市と法務局への届出書完成 (提出期限5月29日) 

 第2号議案  次年度事業計画について 

事務局より次の通りイベントに参加することが提示され、全会一致で承認され 

た。 

  4月26日 はまでらっこまつり 

  5月17日 ローズカーニバル 

    ７月26日予定  フェスタ諏訪森    

  12月17日予定  クリスマスイベント 

 第3号議案  会員募集と会員継続依頼について 

 事務局よりの提案に対して審議の結果下記の通り全会一致で承認された。 

 過去の会員で会費未納者については、次回会報発送時に督促状を同封する。 

 継続依頼については、入会申込書に会員継続依頼状を送る。 

第4号議案  浜寺校区文化会館の使用料について 

「本年度については、試用期間であり、使用料の支払いを行わず、来期以降は年

額5万円を支払う。また、これについては浜寺校区自治連合会と覚え書きを交わ

す。」という案をまとめた。この案を全会一致で了承した。 

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ閉会を宣した。 

 

第13回理事会 

平成27年3月24日  20時10分から22時15分まで 

浜寺校区文化会館にて開催 

   出席した理事の数8名 
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 監事の出席  1名 

 

(議事の経過の要領及び議決の結果) 

上記のとおり定足数に足る出席があった。定款の規定により、理事長長谷川琢也が議長

になり、20時00分に議案の審議に入った。 

本理事会の議事録作成者は赤堀仁美、議事録署名人は足田八洲雄と岸村伸一に決定した。 

 

第1号議案  4月、5月開催のイベント計画について 

 下記の通り推進することに全会一致で決定した。 

4月12日 (日) 浜寺公園にてお花見開催 

 11時から15時ごろまで 

 任意参加として全会員に通知 

 会費2000円程度 

4月26日 (日) 浜寺小学校の「はまでらっこまつり」協賛参加 

 展示物主体 

5月17日 (日) 浜寺公園 ローズカーニバル 

 昨年同様いか焼きと飲み物販売を実施  

   第2号議案  会計決算方針について、事務局会計から次のような提案があった。 

(1) 予算の会員数について 

今期の会員数は個人正会員53名、個人賛助会員33名であったが、来期

の予算は読書会員の退会を見込み、個人会員50名、賛助会員25名で立

案する。 

  (2) 備品施設について 

今期予算にパソコン購入を計上していたが、諸般の事情で購入を見送っ

た。来期の予算に改めて計上する 

  (3) 諸謝金 

文化会館使用料について自治会から諸謝金として計上するように要望が

出ていた。金額は年額50,000円であった 

これに対し、(1)項と(2)項は原案通り承認された。また、第3項については

 自治会の意向が変わっており、賃借料として計上出来る、との修正があり、その

ように修正して了承された。 なお、この賃借料の支払いは、平成27年度か

ら実施されることになっている。  

 

 その他の報告事項： 

1. 読書会について 

  西図書館で開催することになり、本会の事業から外れたので、窓口業

務は行わない。しかし、読書会についての問い合わせがあれば紹介す

る。 

これとは別に、地元で読書会を開催したいという意向があれば、改めて

検討する。 

  2. HP広報部会 

    会報第4号を1月20日に発行する。 

   

議長は、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、21 時 30 分に閉会を宣した。 
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Ⅵ 参考資料 

 活動報告一覧表  事務局・部会 および文化事業 

 

事務局 まちづくり部会 HP広報部会 新駅・周辺部会 道路部会
月 内容 内容 内容 内容 内容

1日　理事会 3日　部会 20日　広報誌

13日　お花見 　　第１号発行

20日　全体会

22日　理事会

27日　
はまでらっ子まつり

18日　 1日　部会 19日　部会 15日　第1回部会

ローズカーニバル

29日　理事会

24日　理事会 5日　部会 16日　部会 19日　第2回部会

28日　高架工事

　　説明会参加

22日　理事会 3日　部会 20日　広報誌 17日　第3回部会

27日　諏訪森 　　第2号発行

フェスタ 21日　部会

26日　理事会 7日　部会 18日　部会 21日　第4回部会

23日　理事会 4日　部会 22日　部会 18日　第5回部会

15日　X'masパネル 3日　部会 部会休会 22日　第6回部会

準備作業

26日　旧吹田村見学

28日　理事会

7日パネル搬入 5日　部会 10日　広報誌 14日　第7回部会

12日　理事会 第3号発行

25日　理事会 17日　部会

30日　X'mas
事前ﾜｰｸｼｮｯﾌ

 7日　行灯補修 部会休会 部会休会 部会休会

12日　前日準備

13日　X'mas
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

15日　パネル返却

13日　理事会 9日　部会 19日　部会 23日　第8回部会

31日　新年会 部会＆新年会 20日　広報誌
「うみ卯」 　　第４号発行

24日　理事会 6日　部会 16日　部会（中止） 20日　第9回部会

24日　理事会 6日　部会 16日　部会 20日　第10回部会

28日　高架工事
意見交換会

2

5

4
休
　
　
会

平成26年度　　　活動報告　事務局・部会　浜寺諏訪森を考える会

3

1

7

9

10

11

12

6

8
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駅舎読書会 9路盤からの囲碁会 手話教室 英会話教室 写真クラブ 諏訪森歩こう会

月 内容 内容 内容 内容 内容 内容

27日 19日 6日　①手話技能検定5級の単語 5日 13日　花見で打合せ 13日

『銀の匙』 １０時～１２時実施 ②指文字の読み取り 　フリートーク 　臨海石津港方面　

10人 ５名参加 ③文章の読み取り（聴覚障がい者のSさん） 　リズム英語 　7km 13名参加

２６年度は詰碁中心 ④会話文練習 　旅行英語（Passport）

⑤指文字しりとり迷路

25日 17日 11日　①手話技能検定5級の単語 10日 6日　第1回会議 25日

『八日目の蝉』 １０～１２時実施 ②指文字の読み取り 　フリートーク 11日　見学会 　北濱大鳥大社方面

11人 ５名参加 ③文章の読み取り（聴覚障がい者のSさん） 　リズム英語 野々村プロ写真機材 　7km　14名参加

④会話文練習 　旅行英語（Passport）

⑤指文字しりとり迷路

22日 21日 15日　①手話技能検定5級の単語 7日 3日　第2回会議 22日（雨天中止）

『螺鈿迷宮』 １０～１２時実施 ②指文字の読み取り 　フリートーク 22日第1回撮影会 　堺浜方面　5km

７人 ５名参加 ③文章の読み取り（聴覚障がい者のSさん） 　リズム英語 バラ園（浜寺公園）

④イソップ童話文の手話表現 　旅行英語（Passport）

⑤指文字しりとり迷路

27日 19日 6日　①手話技能検定5級の単語 5日 1日　第2回会議 13日（雨天中止）

『夏の庭』 １０時～１２時実施 ②指文字の読み取り 　フリートーク 21日第2回撮影会 　百済川の亀方面

8人 ５名参加 ③文章の読み取り（聴覚障がい者のSさん） 　リズム英語     住吉大社 　5.5km

④イソップ童話文の手話表現 　旅行英語（Passport）

⑤指文字しりとり迷路

24日 9日 3日　①手話技能検定5級の単語 休講 5日　第3回会議 24日

『沈黙』 １０時～１２時実施 ②指文字の読み取り 　濱寺幼稚園方面

11人 ５名参加 ③文章の読み取り（聴覚障がい者のSさん） 　4.5km　10名参加

④金子すずの詩を手話表現

⑤指文字しりとり迷路

28日 20日 7日　①手話技能検定5級の単語 休講 2日　第4回会議 28日

『ｶﾗﾏｰｿﾞﾌの妹』 １０時～１２時実施 ②指文字の読み取り 28日第3回撮影会 　竹内街道を歩く

11人 ５名参加 ③文章の読み取り（聴覚障がい者のSさん） 花火大会（浜寺公園） 　5.5km　12名参加

④金子すずの詩を手話表現

⑤指文字しりとり迷路

26日 25日 5日　①手話技能検定５級の単語 11日 7日　第5回会議 12日

『月と蟹』 １０時～１２時実施 ②聴覚障がい者Sさんから生活用品の紹介 　フリートーク 　神石東湊方面

10人 ３名参加 ③指文字表現（果物、花、動物、乗り物） 　リズム英語 　5.5km　10名参加

④会話文を手話表現 　旅行英語（Passport）

　（二人でペアになり練習）

23日 15日 2日　　 8日 23日第4回撮影会 30日

『神の手』 １０時～１２時実施 ①手話技能検定５級の単語 　フリートーク 　　万博記念公園 　葛の葉稲荷神社方面

10人 ３名参加 ②会員Sさんのお話 　リズム英語 　5.5km　17名参加

③指文字表現 　旅行英語（Passport）

（飲み物、家電、文房具、スポーツ）

21日 20日 7日 13日 13日　展示会 実施せず

『さまよう刃』 １０時～１２時実施 ①手話単語（日常会話でよく使う言葉） 　フリートーク 　X'masｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

9人 ３名参加 ②指文字表現（クリスマス、お正月、都道府県、外国） 　リズム英語

③会話文を手話表現（二人でペアになり練習） 　旅行英語（Passport）

25日 17日 11日・21日 10日 6日　第6回会議 25日

『後悔と真実の色』 １０時～１２時実施 ①手話単語（身体の位置による表現：頭、額） 　フリートーク ｷﾞｬﾗﾘ-展示開始 　岸和田城下町ｳｫｰｸ

10人 ５名参加 ②指文字表現（大阪府下市町村、おやつ、調味料、おもちゃ） 　英詩 （長谷川事務所） 　5km　18名参加

③会話文を手話表現（二人でペアになり練習） 　旅行英語（Passport）

④意見交換＊新年にあたり今年実行したいこと

22日 21日 8日・24日　　 7日 7日　第7回会議 22日（雨天中止）

『火車』 １０時～１２時実施 ①手話単語（身体の位置による表現：頬、鼻） 　フリートーク 　旧堺市内方面

５名参加予定 ②指文字表現（料理、自動車、楽器、魚類） 　英詩 　5km（雨天中止）

③会話文を手話表現（二人でペアになり練習） 　旅行英語（Passport）

④意見交換＊日頃の健康管理について

22日 21日 8日・24日　　 7日 3日　第8回会議 8日

『ｼﾞｪﾉｻｲﾄ』 １０時～１２時実施 ①手話単語（身体の位置による表現：目、口） 　フリートーク 8日第5回撮影会 　日部神社方面

５名参加予定 ②指文字表現（子供のあそび、木、虫、鳥） 　旅行英語（Passport） 反正稜・方違神社 　6km　10名参加

③会話文を手話表現（二人でペアになり練習）

④意見交換＊日頃、取り組んでいるエコ
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