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平成 27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27年4月1日～平成28年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 

   当年度は、前年度に引き続いて、定款第5条に定められている事業の中で、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、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、前年度に発足した写真クラブも活発な活動をいたして居ります。 

⑤の事業では、例年通り、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・イルミネーションのイベントも開催しました。 

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、南海電鉄が前年度の

「赤いラピート － ガンダム戦士」の企画に続いて、4月から6月にかけて、特急サザン｢妖怪ウ

オッチ号｣、6月から9月にかけて、創業130年記念＆さよなら7000号｢甦る懐かしの緑色｣、11

月から平成28年5月にかけての｢スター・ウオーズ/フォースの覚醒号｣を導入しましたので、こ

れらの列車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、平成26年11月から平成27年9月にかけて、上り線プラッ

トフォームの改造工事が行われました。さらに平成27年11月から平成28年１月にかけて2期

工事が施工されて、プラットフォームの巾が狭められて、西側に仮線施工の空間が準備されまし

た。また、駅前東側の一部で用地買収が進行しました。 

 このような事業の進展に合わせて、本法人の駅舎の試験活用に向けての体制の強化が強く求め

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28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   44名 

     賛助会員   36名 

        団体会員  正会員     5団体 

        団体会員  賛助会員    1団体    

  合計    86名          

 

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）  
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  駅舎読書会    主催 久家義之 

    平成27年1月から堺市西図書館内で開催することになり、本法

    人の事業からは除去しました。さらに、西図書館における実施

    も主催者の都合で休止になりました。 

  高齢者のための英会話教室 世話役 足田八洲雄 

毎月 1 回開催、中本講師の都合で一時休会になっていましたが、

本年6月から再開しました。当面は映画のシナリオとDVDを使

った勉強会を実施しています。参加者は7名です。 

  手話教室  講師  中島 豐 

    毎月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6名で、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 

撮影会の参加者は平均10名弱でした。 

浜寺小学校前で常時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27年4月1日から平成28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） 12,034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。 

              写真クラブの作品展示、酒井さんのステンドグラスの展示を行いました。また、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27年4月26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   

 

    （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。本年も会の 

            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27年5月17日に実施  



3 

 

 

      （事業の対象者）広域の参集者 

      （収 入）  99,191円 (商品売上高)   

      （支 出）  66,061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 

      （内  容） 

              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27年7月26日に実施  

      （事業の対象者）地域住民 

      （収 入）  78,270円 (商品売上高)   

      （支 出）  58,156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。本年度の企 

            画は園川欣也さんのプロデュースで地元の幼稚園、保育園の園児による作品を展示し 

            ました。展示に先立ち、各幼稚園・保育園で作品づくりをしました。一つは、紙皿と 

            紙コップを彩色したクリスマスツリーの飾り品の作成、もう一つは長さ20mの白布に 

            思い思いの絵を描きました。 

              展示は、鉄線製の骨組みに紙皿を取り付け、紙コップを加えてクリスマスツリーが 

            出来上がりました。４枚の白布は駅横の工事防護の白壁に貼り付けました。 

              夜間のための照明にも力を入れました。 

              また、昨年同様、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、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。 

              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27年12月12日 

      （事業の対象者）地域住民や諏訪ノ森駅駅の利用者 

      （収 入）  58,000円 (寄付金)  

      （支 出） 105,776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。 

              南海電鉄がラピートに対して、4月から6月にかけて、特急サザン｢妖怪ウオッチ 

            号｣、6月から 9月にかけて、創業 130年記念＆さよなら 7000号｢甦る懐かしの緑色｣、 

            11月から平成28年5月にかけての｢スター・ウオーズ/フォースの覚醒号｣などを運 

            しましたので、これら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 
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      (事業の対象者)  イベント会場への来訪者 

      (収 入)   42,000円 (Tシャツ、絵はがき、その他のグッズ販売代金) 

      （支 出）          22,716円 (T-シャツ,絵はがきの原価) 

 

  ２ その他の事業   なし 

 

 

Ⅳ 社員総会等の開催状況 

 

 

  平成26年度通常総会 

 

    1. 日時：平成27年5月24日19時から19時45分まで 

    2. 場所：浜寺校区三光会館 

    3. 出席正会員数：44名 (うち委任状出席者数25名)  正会員総数54名 

    4. 議長の選任 

            特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会の平成26年度通常総会において、上記の 

          とおりの者が出席した。 

            理事長長谷川琢也は、本日の総会は正会員総数の2分の1以上の出席があったので有 

          効に成立した旨を告げ、開会を宣言した。 

            議長を選出すべく、全員で互選したところ長谷川琢也が選ばれ、本人はこれを承諾し、 

         議長席に着き、19時5分特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会の総会の開会を宣言 

         し、議事に入った。 

    5. 議事 

        第1号議案  平成26年度の事業報告及び事業決算承認、および、平成27年度の事業計画  

                     と活動予算承認の件 

                議長は、平成 26 年度の事業報告書と活動計算書、貸借対照表、財産目録などと、 

             平成27年度の事業計画と活動予算の詳細について、事務局より報告するように指示 

             し、その内容について質疑を求めた。 

        さらに監事より当法人の業務と会計が適正に執行されたという報告があった。そ 

             の上で議長は議案の承認を全員に諮ったところ、全員異議なく、これを承認し、 本 

             案は可決された。 

 

        第2号議案  役員選任の件 

                議長は、法人設立初年度に当たる平成26年度の役員全員の任期は、定款の附則3 

             の定めにより本総会の終結時までとなっていると述べ、西尾隆裕理事を除くその他 

             の理事全員が本総会において平成27年度の役員として再任されることと、新たに1 

             名の者が理事に就任することに対する承認を求めた。出席正会員の全員に異議なく、 

             これを承認したので、本案は可決された。 

        すべての被選任者は即座に就任を承諾した。 

 

 第3号議案  入会金及び会費の額決定の件 

  議長は、定款の附則に記載されている入会金及び会の額を、当法人の平成27

       年度以降の入会金及び会費の額とすることの承認を求めたところ、全員異議 なく 

              これを承認し、本案は可決された。 

  承認された入会金と会費の額は次の通り。 
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  入会金及び会費の額 

 

      (1) 正会員 

       入会金       0円 

       会費 個人会員 2,000円 

              団体会員 5,000円 

      (2) 賛助会員 

       入会金        0円 

       会費 個人会員  2,000円 

             団体会員 10,000円 

 

        第4号議案  議事録署名人の選任の件 

                議事録署名人について、議長から本日出席の堀江昭彦氏と古田一氏の2名を指 

             名したところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。 

 

   議長は、以上をもって特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会の総会に関するすべ 

        ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。(19時45分) 

 

  平成27年度全体会議 

    1. 日時：平成27年5月24日 20時～21時 

    2. 場所：浜寺校区三光会館にて開催 

    3. 議事 

                堺市連続立体推進課より、南海本線連続立体交差事業(堺市)に関連して、仮駅舎 

              建設までの鉄道工事についての説明があり、引き続いて質疑応答が行われた。 

    

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

  第1回理事会   

    1. 日時：平成27年 4月14 日(火) 20時10分～22時00分 

    2. 場所：浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席状況：理事の数  9名、出席した理事の数  7名 

            監事の出席 2名 

    4. 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足田八洲雄、議事録署名人は堀江昭彦と古田一に決定した。 

 

        第1 号議案：- 平成26年度事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録の承認の件 

                会計上の注目点として、経常収益の受取寄付金として旧浜寺諏訪森を考える会の 

              清算金など 357,805 円が計上されていること、浜寺校区文化会館の賃借料について、 

              予算では240,000円相当の便益供与を受けると予想して、経常収益に施設等受入評 

              価益、経常費用に同額の施設等評価費用を計上して相殺していたこと、その後、平 

              成26年度は施設開 設直後の試用のために無償、平成27年度より年額50,000円支 
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              払うことに決定したので、平成26年度の評価益と評価費用の計上は取りやめたこ 

              と、などが説明された。 

                また、平成26年度予算で予定していたパソコン購入は諸般の事情で延期したの 

              で、費用発生はなかった。このような経緯で、当期経常増減額は、当初予算の

       126,260円から475.964 円に増加して、これが当法人の期末正味財産額になった。

  これらの結果は、貸借対照表 と財産目録に提示されている。 

  また、業務と会計の執行についての監査報告書の写が提出された。 

  議案内容について審議の結果、満場一致でこれを承認可決した。 

 

        第２号議案:-  平成27年度事業計画書、活動予算書の承認の件 

                事業の計画は概ね前年度の事業を踏襲しているが、事業環境の変化に応じて一

      部修正して実施する。 

         活動予算書については、古田理事から、前年度の実績との対比を示す資料によ 

              り予算の内容が説明された。当期は、読書会の転出による会員減で会費収入が減

       少するのと、大口の寄付金が無いことで、経常収益が大幅に減少する。また、施

       設利用費用50,000円を計上したことと、パソコンの購入を改めて予算計上をし

       たことにより、経常費用は前年度より増加する。その結果、当期経常増減額は

       98,040円の赤字となり、正味財産額は377,924円に減少する見込みである。こ

       れは一時費用が増加するためであるが、会員数の補充と事業収益の増加による収

       益改善を期待している。 

         議案内容について審議の結果、満場一致でこれを承認可決した。 

 

        第３号議案:-  役員選任の件 

                定款の規定により全役員が次の総会終了を以て退任する。本議案では、現役員

      全員の再任が提案されたが、西尾隆裕理事より再任を辞退するとの申し出があ 

             り、満場一致でこれを承認し、その他の役員候補者を総会に提案することに決定し 

             た。 

 

 第４号議案:-  入会金及び会費の額の決定の件 

    定款第8条の規定により、新たに入会金及び会費の額の決定が必要であり、本

  議案では設立当初の入会金と会費の額にしたがうという提案がなされ、審議の結

  果、満場一致でこれを承認可決した。 

 

 第５号議案 議事録署名人の選任の件 

      議長より議事録署名人は古田一理事と堀江昭彦理事に御願いしたいという提 

                 案があり、両理事がこれを了承したので、満場一致でこの選任を承認可決した。 

 

     各議案に対して提出された書類については、原案の骨子に変更のない程度の字句と文  

 面の構成に係わる修正については事務局に一任することを諮ったところ、全員異議なく

 承認された。 

 

     第1号議案の事業報告の1頁にて個人会員数につき正会員53名は51名に訂正、賛助 

        会員33名は35名に訂正する。 

 

   議長は、以上をもって第1期通常総会に提案する議案の全てを終了したことを宣言し 

        た。 
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   引き続いて、その他の連絡事項等について、以下の議案を審議した。 

        1. 平成27年度第2回理事会の開催について 

                4月28日 午後8時より  浜寺校区文化会館にて開催する。 

        主要な議題は、ローズカーニバル参加業務についての打ち合わせ。 

          本理事会の開催について満場一致で承認可決された。 

 2. グッズ販売品の管理について 

      物品は、購入時に消耗品として購入費用を計上し、販売時に事業収益に販売代金

       を計上するので、会計上の管理はその時に終了する。しかし、保管期間中の在庫管 

              理を適正に実施することが望ましいので、古田理事から集計表と管理表の提案があ 

              り、こ れに従って年度初めと年度末の在庫数を記録することになった。 

         また、管理の責任者 として堀江理事に御願いするという提案があった。これら

      の提案は満場一致で承認可決された。 

 3. 新年度の会員資格の継続について 

      会員は、定款第9条第(2)項により、継続して1年以上の会費を滞納したとき 

                に、会員 資格を喪失することになっている。慣例的に、文書または口頭の退会 

                届の提出がない 場合には、会費の滞納があっても資格の喪失の手続きを執って 

                いない。 

                  今後この点を明確にすることが必要という認識で、次のような提案があった。 

                     ① 年度初め、6ヶ月後、次年度初めの3回の催促を行い、会費の納入がな 

                        い場合には、定款の規定による資格の喪失を適用し通達する。 

                     ② 催促は文書の送付だけではなく面会、電話などの直接返事が聞ける手段 

                        で行うのが望ましい。会の運営上書類等を送付する際には必ず、会費未 

                        納を通知し、納入を求める書面を送る。 

                  以上の処置について、満場一致で承認可決された。 

        4. はまでらっ子まつり  4月26日(日)開催 

                当日の参加は赤堀、芦田、末吉の三理事は別の催場で参加するので、本会の展示 

              では堀江、古田、足田の三理事が担当する。今回は展示とグッズ販売が主体で有り、 

              展示については早急に準備することになった。 

        5. 4月16日に、長谷川不動産にて、写真クラブのパネル展示を飾り付ける。 

 

          以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時に平成27年度第1回理事会の 

        閉会を宣言した。 

 

  第2回理事会 

  1. 日時： 平成27年4月28日(火) 20時00分～22時00分 

  2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

  3. 出席状況： 理事の数  9名    出席した理事の数7名 

                  監事の出席 2名 

  4. 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岸村伸一、議事録署名人は堀江昭彦と古田一に決定した。 

 

        第1号議案:-  平成26年度通常総会等の実施要領について 

                通常総会（5/24）の準備…当日は、午後７時～９時、三光会館。  
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                    ○ 当日の確認 

                      ・資料はすでに準備完了。 

                      ・ 会場の準備……午後6時に三光会館へ集合。机の配置は、連町会と同じ 

                         形。（ロの字形） 

            但し、早めに準備のときは、連絡を回す。 

                      ・ 出席人数の確認をする。（個人正会員51名。団体正会員3名。過半数

   は28名。） 

                   ・ 総会参加の声かけをローズカーニバルでも実施する。 

                   ・ 議事録作成は、事務局が行う。議事録書名人は、古田氏・堀江氏に依頼  

                        する。 

                    ○第3回理事会を実施し、理事長を選出する。記録等は、事務局が行う。 

                    ○全体会議の内容 

                      ・堺市の連立高架事業担当者に出席を依頼する。 

             希望としては、JR中央線の国立駅の高架下の事例紹介をお願いしてはど 

                        うか。 

                        ひとつの提案としては、「遊」の雰囲気で駅舎を活用してもよいと思う。 

         本実施要領は全会一致で承認された。 

                諸連絡事項：－ 

                Ⅰ.はまでらっ子まつりのまとめ（古田より） 

       ○写真展とグッズ販売を足田・堀江・古田・酒井の4名で行った。 

       ○ラピートの写真入りポストカードがよく売れた。紺・赤・ピーチの3枚セ 

                       ットが良いが、紺・赤の2枚セットでもよい。ローズカーニバルでも販売 

                       予定。（足田さんが用意する。） 

      ○駅舎スケッチをまとめ買いした人がいた。 

      ○はまでらっ子まつりの同窓会で販売しても売れるのではないか？（意見：  

                       学校関係のものは可能性があるが、学校に無縁のものは売れにくいのでは 

                       ないか、と思われる。） 

      ○販売実績…… 

                          Tシャツ３枚                                ７,５００円（＠￥2500） 

                 ポストカード（赤・紺ラピート） ７セット  ７００円（＠￥100） 

                       （ピーチラピート） ８ 〃  １,６００円（＠￥200） 

                       （駅舎スケッチ）  ６ 〃   ６００円（＠￥100） 

                       （その他）     １組２枚  １００円（＠￥100） 

                 ストラップ           ２ 個   ７００円（＠￥350） 

                 缶バッジ            ７ 個   ７００円（＠￥100） 

                              合 計    １１,９００円 

 

                Ⅱ.ローズカーニバル（5/17）の準備…当日は午前１０時～午後４時、浜寺公園。 

       ○ 搬入……午前８時に三光会館へ集合（長谷川・末吉・岸村）。 

              午前８時30分に現地へ集合（古田・堀江・宮元）。 

              販売物品は、現地へ持参（赤堀）。 

                     ○ いか焼きの準備品等・ビール販売・準備物等……芦田さんの連絡を待つ。 

         その後、必要に応じ、個別に連絡する。 

       ○写真の展示をしてもよい。→ はまでらっ子まつり展示のパネルを持参す 

                       る。 
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          以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時に平成27年度第2回理事会 

        の閉会を宣言した。 

  第3回理事会  

    1. 日時：平成27年5月24日  19時50分より20時00分まで 

    2. 場所： 浜寺校区三光会館にて開催 

    3. 出席状況： 理事の数 9名、出席した理事の数7名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

     上記の通り定足数に足る出席があったので、直ちに議案の審議に入った。 

  

        第1号議案 理事長選任の件 

                事務局より理事長の互選について理事による推薦を求めたところ長谷川琢也氏が 

              推薦された。出席理事に異議がないか諮ったところ､異議なく、全会一致で承認さ 

              れ、長谷川琢也氏は直ちに理事長就任を承諾した。 

 

        第2号議案 副理事長選任の件 

                長谷川琢也氏が定款の定めにより議長となり、副理事長二名の推薦を求めたとこ 

              ろ各理事から末吉正典と足田八洲雄氏が推薦された。これに対して､出席理事全員 

              に異議なく、全会一致で承認された。両理事は直ちに就任を了承した。 

                このあとで、長谷川理事長から理事長補佐の順序については､足田八洲雄副理事 

              長、末吉正典副理事長の順番にするという発言があった。 

 

        第3号議案 顧問選任の件 

                議長より、第１期の永井昭義顧問と高田和夫顧問の再任について承認が求められ 

              た。出席理事全員に異議なく、全会一致で承認された。なお、両氏は顧問就任を承 

              諾されている。 

   

        第3号議案 議事録署名人選任 

                議長より議事録署名人には次のものを指名したい旨の提案があり、全会一致で承 

              認された。議事録は事務局で作成する。 

       議事録署名人  古田一  足田八洲雄 

  

          以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は20時に平成27年度第1回理事会 

        の閉会を宣言した。 

 

  第4回 理事会 

    1．日時： 平成2７年5月26 日(火) 20時0分～21時30分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席状況： 理事の数9名、出席した理事の数7名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

     上記の通り定足数に足る出席があったので、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、議事録署名人は堀江昭彦と古田一に決定。 

 

        第１号議案   会計処理の原則の変更について 

                グッズ販売品等の費用計上に関して、10万円以下の少額物品はすべて消耗品と見 

              なし、当期の費用として計上していたが、総会において指摘があり、棚卸し 品に 

              いては費用計上せず、棚卸資産勘定に計上することにした。また、過去に費用計上 



10 

 

 

              した物品に関しては随時処分することにした。この変更に関しては平成27年度財 

              諸表の注記に反映させる。 

                本件は出席理事全員に異議なく、全会一致で承認された。 

 

        第2号議案   事務局の人員配置について 

                事務局長芦田芦田祐宏より辞任したい旨の申し出でがあり、これを了承した。 

                事務局の組織は存続し、事務局長は空席となり、他の事務局員はそれぞれの担当 

              業務を継続することになった。 

  本件は、出席理事全員に異議なく、全会一致で承認された。 

 

 第3号議題  関連事業の後援について 

                ＮＰＯ法人はまでら４つのや図書館から5周年記念講演（久坂部羊氏）への後 

              援依頼があり、これに関しては、久坂部羊氏は当法人の会員であるが、今回は後 

              援という形にすることで合意した。 

  また、新たに作詞作曲された諏訪森音頭の普及活動についても、当法人として 

               は、これを後援することに決めた。   

  本二件は、出席理事全員に異議なく、全会一致で承認された。 

  

 その他報告事項 

   1. ローズカーニバルについて 

                模擬店純利益 \33,130  グッズ販売 \12,500  合計 \45,630 

            イベントの備品搬入のために台車が必要。→承認。対応策は未定。 

     椅子、テーブルなどイベント備品の保管場所を１か所にできないか。→要検討 

    2. 諏訪森フェスタでいか焼き出店。次回理事会で詳細検討。 

    3. 会員名簿は足田さん、会計古田さん、連絡係末吉で共有する。 

  まず6月の理事会で会員の会費支払い状況を確認し、昨年度の会員で今年度

  未処理の人には可能ならば口頭で督促する。その後の対応は未定。 

   4. 堺市と法務局に関する手続きの実施（足田さん）。 

           

   以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は20時に平成27年度第1回理事会

 の閉会を宣言した。 

 

  第5回 理事会 

    1. 日時： 平成27年6月23日（火）20時00分～22時10分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席状況： 理事の数 9名、 出席した理事の数7名 

             監事の出席1名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

     上記の通り定足数に足る出席があったので、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、議事録署名人は堀江昭彦と赤堀仁美に決定し

   た。 

 

        第1号議案  事務局長選任の件 

                空席となっていた事務局長に関して、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。 
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 第2号議案  フェスタ諏訪森への参加の決定と実施策について 

  ７月２６日に開催されるフェスタ諏訪森に参加し出展する。 

（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枚を目標とする。 

（５） イカ焼きの材料等の仕入れについて芦田さんに確認し後日赤堀さんより  

 メールで連絡する。 

               本件は全会一致で承認された。 

                （注、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 

               は芦田さんにお願いできる。缶ビールの仕入れは当会が行う。当日の詳細は芦田 

               さんよりメールで連絡される。） 

 

 第3号議案  会費納入の督促について 

                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、残った先には郵送で督促することとした。 

         本件は全会一致で承認された。 

 

        報告事項 

  

          1. 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。 

   2. 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休講されることから、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、新企画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 (堀江さんから) 

     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 

                 要請があった。 

     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。 

          3. 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ってほしいかを主な会員にアン 

                ケートを実施してその結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。 

   4. 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 
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          ・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 

          ・線路側の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 

 

          以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は20時に平成27年度第1回理事会 

        の閉会を宣言した。 

           

  第6回 理事会 

    1. 日時： 平成27年7月28日（火）20時00分～22時00分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席の状況： 理事の数 9名、  出席した理事の数7名 

   

            本理事会は堺市との意見交流会を実施したので、議事録に記録すべき議事はない。 

   交流会では、堺市からは、連立事業の中で諏訪ノ森駅現駅舎の試験活用に至までの概 

          略の工程と活用に関わる目的等の説明があった。工程では平成28年度末までに仮駅舎 

          が施工され、平成29年度内に調査と諸設計が実施され、平成30年度に曳家と最終工事 

          施工をへて、平成30年12月から試験活用に入るという予定を立てている。  

     同席のJR東日本建築設計事務所からは、この試験活用から10年後の本活用を経過 

          し、永続的に地域との連携を維持する広い活用を指向する上で、参考となる講演を提供 

          された。講演者は、一般社団法人文化農場代表理事橋本敏子氏で、｢諏訪森旧駅舎がこ 

          こにあり続ける意味－創造的保存と活用－｣という題目のお話を伺った。 

 

  第7回 理事会 

    1. 日時： 平成27年8月24日(月)20時10分～22時15 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席の状況： 出席した理事の数7名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

            上記の通り定足数に足る出席があったので、直ち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  会費納入方法の変更と振り込み口座の開設 

                会費が未納になっている会員の方々のアプローチは如何するかについて、書面に 

             て継続か退会かの最終確認をすべきである。今後会費は振込を受皿にしてゆうちょ  

             銀行の振り替え口座を使う事にし、事務局にて口座を開設する。(古田さんより) 

     

               本件は全会一致で承認された。 

 

        第2号議案  クリスマスイルミネイションについて。 

                毎年開催してきたX`マスイベントは今年も12月12日(土)期間一日のみ実施する 

              事を全会一致で承認された。然し今回イベント実行委員長不在で幼稚園、保育園 

              の園児による作品展示の依頼を誰がするのか。昨年ワークショプの作品を取り上 
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              げ協力を得た園川絢也氏に、この件を依頼するかは10月臨時理事会開催し相談す 

              る。 

        その他の報告事項 

          ○広報部会より (足田さんより) 

                    広報「諏訪森だより」第6号 7月20日発行 100年後の諏訪森はどうなって  

                  いるか又こんな街に変わると良いなあ等のアンケートを中心に掲載。 

   ○新駅・周辺部会より (末吉さんより) 

       7月16日部会は台風により中止。 次回は9月18日(金)浜寺校区文化会館 

                  にて。 

   ○まちづくり部会 (岸村さんより) 

      当部会全体として、企画部門、活動部門に分けて新スタッフの必要性を再度 

                  取り上げられた。議題として取り上げた麻雀は中止となりました。 

   ○歩こう会 (岸村さんより) 

    8月23日(日)晴天 山口家など1日堺縦断コースにて16名参加。 次回9月

  27日(日) 

   ○英会話教室 (足田さんより) 

       英会話の教材として、第1回名画「カサブランカ」を取り上げた。 次に 

                   ローマの休日」の本を購入して使用する。 参加者は5名の予定。 

   ○写真クラブ (堀江より) 

            A： 9月1日(火)20時より長谷川さん事務所集合。 展示中の写真作品を取り下げて 

   新作品を展示する。 

     B： 9月20日(日)岸和国城周辺撮影会実施。 9時諏訪の森駅下り集合。 

     C： 10月11日(日)午前10時～ 12時浜寺校区文化会館にて写真作品の批評会とカメ 

                 ラの疑間点等話し合う予定 

    

          以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は20時に平成27年度第7回理事会 

        の閉会を宣言した。 

  

  第8回 理事会 

    1. 日時： 平成27年9月29日(火) 20時00分～22時00分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席の状況： 理事の数 9名、 出席した理事の数7名 

               監事の出席1名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

            上記の通り定足数に足る出席があったので、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  フェスタ諏訪森の収益とその処分 

                事業収入  ７８，２７０円                  

         事業費用  ５８，１５６円（おやじの会へ謝礼 １５，０００円含む） 

  収益    ２０，１１４円  

  事業収入の中から、労務提供費用としておやじの会への謝礼金１５，０００円

       を支払うことに決定した。 

    

                 本件は全会一致で承認された。 
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 第2号議案  ゆうちょ口座の開設の報告と会費徴収方法の決定 

                会費の受け皿として、郵便局諏訪ノ森支店に振替口座を開設した。 

                手数料は振込み人負担で、窓口では１３０円、ATMでは８０円になる。また、                                     

         ゆうちょ口座からの振替では手数料は無料になる。 

         この口座開設に合わせて、今期会費未納者への督促を開始する。来期から、本

       格的に運用を開始する。但し、振り込み通知が文化会館へ届くので、確実に本会

       が受け取る為の他団体との連携が必要である。 

        年度途中の８月・２月に残高を別口座へ移動し、年度末は残高０にする。 

 

  本件は全会一致で承認された。 

 

        報告事項 

          ○ まちづくり部会…… 

            ⅰ) 文化事業  

                    英会話教室…足田氏が講師で引き続き、代理で教室を開催。次の 

                  教材は、映画「ローマの休日」のシナリオ。 

      ⅱ) 同好会   

                    写真クラブ…9月20日（日）御堂筋彫刻像等の撮影会実施。 

     10月11日（日）に長谷川事務所で品評会予定。 

      ⅲ)その他   

                    五藤武史さんの写真展が、9月21日~10月12日に、岸和田自然資料館で開催 

                  されるので、見学してほしい。 

      次回は、10月2日午後8時より、文化会館で部会を開催。 

    ○ 新 駅 部 会… 

    ⅰ) 保存駅舎について、駅務室と改札等の仕切りの壁をどうするか、の話し合いをし 

                た。また、曳き家した際、柱と階段の境目の部分をどの辺りまで残すのか、が課 

                題である。 

    ⅱ) 上りホームにベンチがもどっていたが、これまで市に要望していたことを消失し 

                ないためにも、再度文書で提出する方がよい。 

    ⅲ)上記の内容については、次回(10/16)部会で検討する。 

  ※足田氏より報告 

     連続立体交差事業について、田村副市長と話す機会があった。保存駅

   舎について、堺市が直営の可能性があり、その場合、連立の予算を使い、 

                       市が南海電鉄から借り受けて管理することもあり得る、とのお話があった。 

   ○ HP広報部会……10月20日、広報誌発行予定。 

   

     ○  X’masイルミネーションについて 

     ⅰ) 園川さんと、在住各４園との協働作品作りを行う。 

      ⅱ) 浜寺太陽幼稚園には、まだ交渉ができていないので、長谷川理事長、末吉副理 

                 事長が訪問し、説明と依頼をする。同時に、他の３園にも、前記の２名が訪問 

                 し、正式に依頼する。 

      ⅲ)予算がどの程度必要になるのか、検討して準備する。 

      ⅳ)コンサートについては、依頼するかどうか、次回理事会にて決定する。 

      ⅴ)ポスター制作については、池田さんへ依頼を予定する。 

      ⅵ)次回理事会にて、詳細を検討し、内容を確定する。 

    ○その他 
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      ⅰ) 船尾幼稚園の三宅先生の会費納付については、堀江氏に確認を依頼する。 

     ⅱ)「鏡に映った戦争と平和」荒木元秋著、近代文芸社発行、1992年5月12日第１ 

                    刷  ※かつての荒木邸の範囲が地図上で確認できる図書。（足田氏より紹介） 

     ⅲ) 連如水の石碑について……足田氏が堺市文化財観光局文化部文化財課「野田芳正」 

               課長より、石碑について聞き合わせをした。 

       「市としては、扱いにくい事案であるが、地域で話題を盛り上げ、取り組んでいく 

               ことは、かまわない。」（野田課長の返答） 

     ⅳ) 久坂部羊氏の講演で、同時手話通訳者の派遣を堺市に依頼することが可能。４つ 

                のや図書館で検討してみる。（講演会は１１月２９日） 

    ⅴ) 浜寺南中「南中ふれあいまつり」で、諏訪森音頭が披露される予定である。 

               （末吉氏より） 

 

   以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時に平成27年度第8回 

 理事会 の閉会を宣言した。 

 

  第9回理事会 

    1. 日時： 平成27年10月27日（火）20時00分～22時10分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席状況： 理事の数 9名、 出席した理事の数7名 

     監事の出席2名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

            上記の通り定足数に足る出席があったので、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、議事録署名人は足田八洲雄と赤堀仁美に決 定し 

          た。 

  

        第１号議案  クリスマス・イルミネーションの企画と寄付金の募集 

                クリスマス・イルミネーションを園川さんのワークショップを中心として開催

      する。予算は寄付金を募集することを前提に20,000円とする。もし、寄付金がこの 

              予算額に達しない場合には、法人の諸経費から捻出する。 

  寄付は企業、団体、診療所などから募る。目標5万円ほど。趣意書と実施要領が

       必要。 

  園川さんとの関係は、アーティストとしてというより、地域の一員として取り 

              組んでもらう。 

   ツリーに見せた土台、に紙皿などで作成した園児たちの作品を飾る。 

      各担当確認  

   ライブ司会進行・・・長谷川さん、赤堀さん 

    映像投影・・・足田さん、末吉 

    物品販売・・・堀江さん 

    警備・・・古田さん・岸村さん 

    園川さんワーク・・・宮元さん 

    飲み物提供・・・谷さん 

    設営・・・全員 

                ４園に事前のワークショップの詳細を伝える必要あり。その際、会員数名の協力 

             を頂きたい。 

        本件の実施施策と寄付金の募集について、全会一致で承認された。 
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        報告事項 

   １、新駅周辺部会 

            （1）現駅舎の保存に関する懸案事項 

      ・屋根の一部を支える柱が現状階段上にあるため、曳家時、仮設置、本設置時の対 

                処法を確認。階段やホームを一部残すことも視野に入れる。駅舎の木質部はすべ 

                て保存。 

       ・ベンチなど現在の駅備品で活用できるものを確認。 

     （2）連続立体工事に関する堺市との確認事項 

       ・駅舎機能部分の設計は未完成。南海電鉄含めた意見交換の場を設定。 

  工事区間で諏訪ノ森駅舎は第2区となる。 

     （3）理事会で出された懸案事項 

       ・保存駅舎の改装費、備品設備費について堺市負担の範囲を確認する必要がある。  

                 また仮設置時は暫定的改装なのか本設置時と同レベルまでか。 

       ・今後の保存駅舎に関する協議について、堺市側の窓口はどこになるのか。例えば 

                 活用時工事期間なので、連立立体担当部署となるだろう。 

          ２、まちづくり部会文化事業・・・歩こう会は10月中止の分を11月22日に実施 

   ３、まちづくり部会同好会 

       （1) 歴史クラブ・・・蓮如水石碑の追跡。古田さんが堺市連続立体金田課長に撤 

                                       去業者等の情報確認。堀江さんが出典資料を北野さんに確 

                                       認する。 

         (2) 写真クラブ・・・ 第1火曜の定例会は中止。11月8日㈰観心寺で撮影会予 

                                        定。 

                                       9時諏訪ノ森駅集合。 

   ４、広報委員会・・・10/20発行分をＸｍａｓイベントの案内と共に発行日をず らし 

                                  て発行する。 

 

   以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時10分に平成27年度 

 第9回理事会の閉会を宣言した。 

 

  第10回 理事会 

    1. 日時：平成27年11月24日（火）20時 ～22時 

    2. 場所：浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席の状況：出席した理事の数6名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果 

            上記の通り定足数に足る出席があったので、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仁美、議事録署名人は足田八洲雄と末吉正典に決 定し 

         た。 

 

        報告事項 

   ◎ 部会からの報告        

       

            ○まちづくり部会⇒（歩こう会） 11/22 13名参加 

            ⇒（写真クラブ）クリスマス・イルミネーションに向けて写真持 

                                                  ち寄りパネル作成    

         ⇒（英会話）定期的に開催 次回 12/12   

    ○広報部会⇒最新号 11/10発行済       
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         ◎クリスマス・イルミネーション2015について     

    ○地域の園児たちによるアート作品の展示     

  ・11/24 船尾幼稚園ワークショップ終了    

  ・11/25諏訪幼稚園、11/26浜寺太陽幼稚園、11/30   

       あいあい 浜寺中央こども園にてワークショップ実施予定 

  ・12/5 10時より 浜寺小学校にて小学生向けワークショップ実施予定 

  ・12/5 14時より 会員向けワークショップ実施予定   

  ・当日の展示に向け、園川氏が調整 

             ○コンサート        

   ・浜寺Ｍ－１隊⇒19：05頃より10分程度 ＯＫ   

   ・中尾克己氏⇒19：30頃から20分～30分程度連絡未    

    ○酒井氏によるステンドグラス作品の展示 ＯＫ    

    ○ポスター⇒小崎氏依頼済       

    ○寄付金集め⇒クリスマス・イルミネーション2015実施要項、  

    ・寄付の依頼状（足田氏作成）、園川氏略歴、会のリーフレット等をセッ 

                      トにして、寄付のお願いに回る      

          ◎はまでら４つのや図書館 開館５周年記念講演会について   

     ○当日は、自転車整理、写真・ビデオの記録等、お手伝いをお願いします。 

      当日朝９時３０分より会場設営、１２時３０分より最終ミーティングを行います。

       よろしくお願いします。         

          ◎その他         

   ○浜寺公園駅について       

      H28年１月２８日～仮駅の使用開始    

      現駅舎の使用条件       

        ・窓口→堺市連続立体交差事業、所有→南海電鉄、予算→ 堺市連続立体交差事業

   文化財課、西区自治推進課、観光企画課、連立推進課で検討会 

   堺市各課代表、地元NPO、コンサルタント(アプル総合計画事務所)で 

                  地元とワーキンググループの間の市民意見交換会を２回程度開催の予定 

              

          以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時に平成27年度 第10回理事会 

        の閉会を宣言した。 

 

  第11回 理事会 

    1. 日時：平成27年12月22日(火) 20時00分～22時00分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席の状況： 理事の数 9名、出席した理事の数7名 

    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

     上記の通り定足数に足る出席があったので、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、議事録署名人は古田一と末吉正典に決定した。 

 

        報告事項 

   ○まちづくり部会…… 

     ⅰ) 文化事業 英会話教室…足田氏が講師として、代理で教室を開催。 

      ⅱ) 同好会  写真クラブ…新年１月５日（火）に定例会開催。 

      撮影会予定を検討する。 

      ⅲ) その他  次回は、１月８日午後8時より、文化会館で部会を開催。 



18 

 

 

    ○新 駅 部 会……12月の事故から、駅ホームにホームドアの設置を訴えでいく。 

   ○HP広報部会………先日、１ヶ月遅れで、広報誌を発行した。次回は、２～３ペ

    ージの見開き面の記事を工夫して発行する計画である。 

      １月22日11時30分より、浜寺公園駅仮駅の見学会が 

    行われる。 

          ○事 務 局…………クリスマス・イルミネーションについて 

            ⅰ)園児たちのアート展示について 

              ・ 開催時期を考えれば、4月に計画をたてると良いと思われる。 

       ・園児を関わることがあり、良い経験になった。 

       ・事務局長の企画が良かった。個々の関わりも良かった。 

       ・11月頃に、1週間ほど、各団体が関わって、文化的イベントを してはどうか。 

       ・工作的なものを、即席に展示できるようなイベントはどうか？ 

       ・岸城神社の絵馬のように、諏訪森フェスタの提灯に絵をかいてもらうようなこ 

                 とも良いのではないか。 

      ⅱ）準備作業…特に課題はない。 

      ⅲ）寄付集め…はじめての取り組みだったが、良かったと思われる。 

                 各団体個人へお礼状を、分担して配布する。 

      ⅳ）会 計…中途報告なので、後日改めて、報告する。 

       ・収入52,000円。支出合計103,480円。収支－51,480円。 

       ・購入した投光機については、什器・備品台帳で管理する。 

       ・ポストカードの売上は、3,000円であった。 

       ・寄付先（担当者） 

          近江内科（足田）、尾崎鍼灸整骨院（堀江）、河面委員（古田） 

          北野耳鼻咽喉科院（堀江）、すわのもり電器（堀江）、 

                      諏訪森郵便局（古田）、武田医院（足田）、富山耳鼻咽喉科（足田） 

       遊（古田）、加藤内科（末吉）、黒岩整骨院（末吉）、 

       星田医院（末吉）、白井歯科（長谷川）、西尾KK（赤堀）、 

       三井住友銀行（足田） 

 

        通常総会に向けて 

  ○2月から3月にかけて、新年度のイベントを検討する。 

   ・ローズカーニバルの参加内容について。 

   ・諏訪森フェスタでの、おやじの会との連携等について。 

 その他 

  ○新年会…1月16日（土）午後7時より、利晶の杜または、藤吉で行う。 

  ○1月8日（金）に、まちづくり部会を開催する。 

  ○1月5日（火）に、写真クラブ（定例会）を行う。 

 

           

   以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時に平成27年度  

 第11回理事会の閉会を宣言した。 

 

  第12回 理事会 

    1. 日時： 平成28年02月23日(火) 20時15分～22時20分 

    2. 場所： 浜寺校区文化会館にて開催 

    3. 出席の状況：出席した理事の数5名 
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    4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

            上記の通り定足数に足る出席があったので、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末吉正典に決定した。 

 

        第1号議案  平成27年度通常総会開催日の決定と関連業務の確認 

  決算関係日程（平成２７年度決算日程表等の資料あり） 足田氏発議  

      ３月２０日  会計の仮決算、事業報告書のとりまとめ 

      ３月２９日  理事会 

             ２８年度事業計画と活動予算の意見調整 

             役員人事打ち合わせ 

      ４月２０日  決算書類完成、監査 

      ５月２２日  総会 

    資料に基づく内容出席理事全員賛成 

 

 第2号議案  役員人事に関する事項  足田氏発議 

  （１）平成２７年１１月から芦田副理事長退任と末吉副理事長就任を出席理事全

   員再確認 

    （２）来期以降の理事構成は現行と変更ないものとするが念のため芦田氏の意向

   を長谷川氏に確認していただくものとする。 

     出席理事全員異議なし 

 

 第3号議案  平成28年度の事業計画について 足田氏発議 

    浜寺っ子まつり、ローズカーニバル、フェスタ諏訪ノ森については参加するも

  のとする。ただしフェスタ諏訪ノ森の「イカ焼き」は別団体に譲って、各イベン

  トでは当法人のＰＲを主目的として参加する。 

         クリスマス・イルミネーションは時期も含めて、諏訪森のまち全体に協力、 

         参加をしていただけるものを企画実施する。期初から早急に企画検討に着手す 

                る。 

  出席理事全員異議なし 

 第4号議案  グッズ販売用新商品  赤堀氏発議 

    クッキー「ステンドグラス クッキー」現物の提示があり、各イベントで販売

  してはどうかの提案あり。 

  実行に向け再度検討するものとする。 

 

    以上をもって、全ての議事が終了したので、議長は22時に平成27年度 

 第12回理事会の閉会を宣言した。 

 

第13回理事会 

  1. 日時： 平成28年3月29日 (火) 20時00分～22時00分 

  2. 場所： 浜寺校区文化会館 

  3. 出席の状況： 出席した理事の数8名 

  4. 議事の経過の要領及び議決の結果： 

       上記の通り定足数に足る出席があったので、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、議事録署名人は古田一と足田八洲雄に決定した。 

 

第１号議案  通常総会の開催方針について 



20 

 

 

   第2期通常総会は5月22日に開催することになっているが、開催時間は19時～21時

 に決定し、また、開催場所は三光会館であることを確認した。 

 出席理事は全会一致で承認した。 

 

第2号議案  平成27年度事業決算方針と平成28年度予算について 

 1) 販売グッズの在庫を決算処理する。 

     第4回理事会の決裁に従い棚卸し資産の会計処理を行う。まず、前期に費用

  計上した在庫を本年度期初に一旦収益として計上して棚卸商品と して貸借対照

  表に記載する。本年度に売り上げた商品の原価相当額を棚卸商品から費用計上す

  る。 

 2) 簿外品の管理の制度化について 

    備品・設備費として支出し少額品として一括償却した物品は簿外品として、什

  器・備品台帳」を作成して管理する。 

 3) 予算からの乖離事項の確認 

    パソコン購入予定として、190千円を計上していたが実現しなかった。ま た 、

  X’masイルミネーションでの100千円の支出に対し、事業先に寄付を依頼して

     58千 円を得た。以上の2点の結果、今期の予想損益は、-98,040 円であったが、

  実績は+85,466円の見込みとなる。 

 4) 来期の予算について 

    イベントについては、いか焼きの販売を止める方針としたので、事業収益と販

  売原価はグッズ関係が主体となった。その他は今期とは大きな変化はない。 

 5) 本会の人事には変更はない。   

 この予算と決算方針に関して出席理事は全会一致で承認した。 

 

第3号議案   平成28年度事業計画と予算編成方針について 

 1) 例年12月に開催していたX’masイルミネーションを廃止し、行事開催時期を10月後

    半の予定とする。また、開催内容については、検討を続けて行く。 

 2) 年間の行事参加は、はまでらっ子まつり、ローズカーニバル、フェスタ諏訪森、新企

    画のイベントとなる。 

 3) 新企画のイベントの内容については次のような意見があった。 

   ◉ いか焼きはせず、高架工事や保存駅舎の説明、グッズ販売に注力した方が良い。 

   ◉ 商店会と提携して、空き店舗を使うことはどうか。グッズ販売にしてはどうか。 

   ◉ こどもが来場しやすい時間帯で企画してはどうか。 

   ◉ 読み聞かせ、紙芝居、人形劇、我が家の自慢(宝物、ひな人形など)の展示。 

   ◉ 園川さんお作品展など、依頼してみてはどうか。(11月に個展を催すので、その準備

     の関わりを考える。) 

   ◉ 浜寺小6年生との連携はどうか。(授業での連携となるので、、時期を見て呼びかけ

     る。) 

   ◉ まず、行事のコンセプトを考えて取り組むことが大切である。 

   ◉ 次回の理事会で、新企画の内容を考える。 

 

その他報告事項 

   

○ 新駅部会  なし 

○ まちづくり部会 

  ① 4月の歩こう会は、西区ウオーキング大会に参加する。 
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  ② 写真クラブは、3月27日に伊丹空港に撮影に行った。 

○ HP広報部会  

  ① ホームページのページ内を整理した。 

  ② 4月発行の会報を準備している。見開きを絵地図のようにして、まちの名所

     旧跡を盛り込む計画である。  

☆ 英会話教室を足田氏が代理で担当しているが、講師の中本氏が転居する予定とのことである。

  教室の参加者は現在6名居るが、足田氏が教室を引き継いで行く。次回のテーマ

  は「レベッカ」を予定している。 

○ 事務局  

  ① 4月10日(日)のお花見の準備をしている。参加者は一人一品を持ち寄り、参

     加費として一人1000円を徴収する。 

  ② 4月24日(日) のはまでらっ子まつりに出店する。内容は、写真掲示、ステ

     ンドグラス展示、グッズ販売とする。 また、初めての試みとして、ステンド

     グラスクッキーを5枚100円で販売し、30セットを用意する。 

  ③ 5月15日(日) のローズカーニバルについては、出店(出店料は7,000円)す

     るが、出店内容は次回の理事会で検討する。 

 

          以上 


