
第 1３２回 まち研リーダー等会議議事録

平成２３年度活動テーマ“発信の一年”

とき 平成２３年１０月１４日（金） 19：00～

ところ 鷹匠町長屋門

幹事 ガイトーメイファ（進行 中村 書記 長友）

参加者 花水木２ まちなか市民会議 ２ ロマンロード １ チュンタン １

ガイトーメイファ ２ 支援事務局 ５ 計 1３名

１. 報告・依頼事項

（１） 第 84 回下町夜市 10 月 15 日（土） （下町通り商店街振興組合）

7 周年を迎える今回はハロウィン夜市 仮装してきた親子にお菓子のプレゼントあり

（２） 会計処理報告

■10/9 お月見ライブ 11,878 円支出予定

内訳 ・お供えもの代 1,878 円

・謝礼 出演者 2人×5,000 円＝10,000 円

＊追加事項 今回出演者の男性は遠方から来たため、交通費として1万円追加したいと

代表幹事より提案あり →承諾

（３） 中心市街地活性化講演会アンケート結果について （幹事グループ）

・好意的感想が多くあったが中には的確な指摘をされている意見もあり今後の活動を肝に

銘じたい 詳細は資料１を参照

（４） 今月の各グループブログ更新状況【9月 13 日～10 月 13 日まで】 （幹事グループ）

まちなか市民会議 1回 ガイトーメイファ 1回 ロマンロード 1 回 花水木 2回

チュンタン 0回 鷹匠町長屋門 12回

（５） 市民活動パワーアップセミナー (市民協働課)

・まち研メンバーの参加お願いします 第 1回目は特におすすめ

代表幹事より

1 次回以降は、開催日程を行事の少ない時期に変更できないか（この時期ボラの方は行事

の手伝いに行く可能性があるため出席しにくいのでは）

2 チラシをボランティアに参加してくれた学校へ配布したらどうか

（６）財政支援団体監査報告について （代表幹事）

10 月 11 日 午後 3時 30 分より

監査委員より

・事業の内容などもあり会計監査ではなく監査にして、事業後の監査の感想などあるとよい

・ボランティア団体の関わりの窓口は一つではなく、横への連携を密にして他団体とのつながり

を深めていくことが大切ではないか



（７） 映画 「降りていく生き方」 11 月 6日（日） 上映

NPO法人しぜん教育研究学園の高橋さんより依頼事項

・映画上映にあたり多くの方に見てほしいのでまち研のみなさんのご協力おねがいします

・まち研ML にてメンバー全体に呼びかける

（８）その他

特になし

２.各グループからの報告依頼事項

●まちなか市民会議

・ 10 月 13 日（木）TM21 にて 公開例会

中村喬さんによる 「アートイベントとまちづくりⅠ（中之条ビエンナーレ） 」

・中之条 3度足を運び研究発表 オブザーバー多数参加あり

●ロマンロード

・視察研修事業の報告・・・ 10 月 1日（土） 会津若松市七日町他

・まちなか案内マップ製作事業・・・ 駅連絡通路改札口前の柱に設置（市都市整備課と協議済）

9 月 28 日（水）例会にて業者と打ち合わせ 手作り感のあるようにと依頼

10 月初旬には完成予定

・タテバナシの発行・・・ 10 月 9 日（日）お月見ライブ受付にて配布 内容は 2回「へえ～」と

言ってもらえるようにしている

●ガイトーメイファ

・歴史の小径 「歌声のつどい（番外編）in モスリン」 （文化財ルネサンスの一環として開催）

11 月 23 日（祝） 午後 2時～

11月 1 日付広報たてばやしに掲載 11月 15 日号と一緒に近隣の町内にチラシ配布

当日休憩時にボランティアガイドの高瀬さんによる第二資料館の歴史などについて説明あり

●花水木

・第 18 回鶴生田川親水大作戦

11 月 19 日（土） 午前 9時 南幼稚園園庭集合 メンバーは 8時

前日 18 日（金）は、とん汁を作る予定 ご協力お願いいたします

●チュンタン

・まちピカ 10 月 1 日（土）実施 次回は 11月 5 日（土） 午前 7時 鷹匠町長屋門集合

３. 協議事項

（１）お月見ライブ反省について （幹事グループ）

・すばらしい出演者に恵まれ、来場者も多く大変よかった

・とてもよかった 実家が青森の方は涙しており感動したと言っていた

・野点の傘が役に立ってよかった 備品は必要に応じて購入すべきだ

・懇親会が楽しかった 福島の方に 1 万円強の義援金も集まった

今までにないメンバーと交流できたことが大変よかった

・準備、片付けなどうまく協力し早くできたことがよかった



×ブルーシートには積極的に座るように案内をすべきだった

×椅子があったが早めに出さなかったのは反省点

×演者用のスポットライトがあればよかった

×受付用紙の文字が小さすぎた

×つい立がもう少しあればよかった

（２）まち研の今後について （幹事グループ）

①まち研全体として今後活動していくべきか

ガイトーメイファ ・・各グループ実働人員が減っているので、共通点のあるグループが

連立新事業をやってもいいのでは このままでは活動継続の意義？

ロマンロード ・・グループ事業が先にありき 全体のことは他グループからの意見を調整

しながら再度話し合う

花水木 ・・全体として活動していこう

チュンタン ・・まちピカはやっていきたい 一緒にやていく新事業があればやる

まちなか市民会議 ・・公開例会を継続 全体会議は軽くして、ケースバイケースで柔軟に

やっていくのがいいのではないか

代表幹事 ・・横のつながりを大切にした活動をすべき

②支援事務局との今後の関係について

ガイトーメイファ ・・リーダー等会議には出席してもらい会議の資料は自分たちでつくろう

花水木 ・・支援事務局は必要だが、機構改革で変わった部分に合わせていく

チュンタン ・・自分たちでできている

まちなか市民会議 ・・ライトにやっていこう、ML などを利用

ロマンロード ・・変わるとしたらそれに応じてお願いすることはし、やれることはやる

事務局もできること、できないことをはっきりしたほうがよい

＊すぐに結論を出すことはできないのでリーダー等会議で（中村係長よりの私案の資料も

参考に）毎回協議する

（３）その他

・各商店街、市民団体との交流ボーリングなどやってはどうか（以前はソフトボール大会）

４. その他

商工会議所 麺―１グランプリご協力ありがとうございました

次回 第 133 回リーダー等会議 11月 7日（月）午後 7時 会場 鷹匠町長屋門

幹事 11 ・ 12 月まちなか市民会議⇒ 1 ・ 2 月ロマンロード⇒ 3 ・ 4 月花水木

5 ・ 6 月チュンタン⇒ 7 ・ 8 月ガイトーメイファ


