平成 28年 度 第 5回 理事会 調澤 緑
・開催 日時
。開催場所

平 成 28年 11月 19日 19時 より
堺 市西区浜寺昭和町 2丁 177番

地5

浜寺昭和校区老人集会室
・理事 の数
14名
・出席 した理事の数
10名
・出席 した理事の氏名
平山芳弘 田 中正 史 足 田八州雄 中 川高秀、細野俊明、奥野喬子、
濱野清士 、山下壽子、長尾信子、飯田月子
・出席 した監事の氏名
石橋忠義 櫻井照美
。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ので、定款 の規定によ り理事長平山芳弘が議
長 にな り、直ちに議案 の審議 に入 つた。
議案 1 工 事と理事会の 日程に対する説明 と討議
★ 最初に理事長より次の通 り、概況の説明があつた。
NPOの 理事会は 10月 より月次に開催す ることにな り、11月 は 19日 の開催に
なった。12月 は 17日 に開催 を予定 している。12月 17日 は忘年会 が予定されてい
るが、議決事項 もあるので、その忘年会 の開催前に理事会を開催す るこ とになる。
また、11月 の理事会に合わせて、
堺市、
南海電鉄 との三者会議 が 11月 25日 に開催
され る予定になつている。平成 29年 の理事会開催 については、
過去の定例通 り 2
月、5月 、8月 、11月 の開催を提案に してはど うか。
駅舎活用事業の工程については、
堺市が、
駅舎移設に関する工事仕様 を 12月 末ま
でに決定 し、1月 にそれに基づいた工事の設計を発注 し、その設計により、4月 か
ら 6月 までに曳家 を実施 し、引き続 いて 12月 に活用事業が開始出来 る様 に、
建物
の据 え付けと内外装 の仕 上げを行 うとい うことになつている。
この、12月 までの工程 の中で、堺市に対 して、
NPOの 駅舎内事務所 の設営を、10
月か ら実施 して開業準備を したい と申し入れてい る。
堺市 の田村副市長に対 して、曳家 の費用 7,000万 円の予算措置について聴取 した
ところ、予算は確保 されてい る、ただ し、曳家 の際の建物補強の関係 で、曳家 の時期
が遅れ る可能性があるとい うことを伝えられた。これに対 して、駅舎活用事業 の 12
月開業については、
時期 を遅 らせないよ うに して欲 しい と要望 した。
☆ この理事長発言の うち、理事会開催 日については、今回の保存活用事業 の曳家

工事が 6月 に予定 されてい るので、曳家イベ ン トの準備 は 3月 頃か ら始まるこ
と、その関連 で、2月 の泉州国際市民マ ラノンや 5月 の ロー ズカーニバルの際
に曳家イベ ン トの広報活動を行 うこと、さらに年度末 の決算があることな どか
ら、その準備 のための打ち合わせや方針 の決定のために理事会開催が必要であ
り、一月以降の理事会 の開催 も、
月次の定例開催 にすべ きだとい う意見があ り、
そのよ うに決議 した。
7月 以降については、
8月 、11月 の開催 で良いのではないか とい う意見 もある
が、
曳家か ら試験活用実施までの時期であ り、プ ロジェク ト準備 の最盛期になる
ので、理事会の開催 が必要な ことはあきらかだが、
状況 を見て決めることになっ
た。
試験活用開始」についての広報は、
曳家イベ ン トと 12月 の 「
差 し当た り、 ビ
ラを作 つて配布す る。 ビラの作成は広報担当の 中川理事に御願 いす ることにな
つた。 当面の配布機会は泉州 マ ラノン とローズカーニバルである。 さらに、西
区まちづ くり部会 の ウオー キングが 4月 に浜寺公園で実施 されるので、その参
カロ
者 を駅舎 に案内す ることを考えてい る。その機会にも広報 ビラの配布等を行
うことになった。
2月 に実施 されるので、その期間の理
また、校区地域会館 の改修 工事が 1月 、
事会 と二者会議の開催場所については、
昭和聖書幼稚園会議室を予定す る。1月
は 21日 の開催 を予定 している。
議案 2 報告事項諸件 0叫紙説明書あ り)

経

緯 の説明 と議決事項

① 三者会議 の報告 (主 な打ち合わせ項 目は次 の通 り)
当面のスケジュール について、曳家関連でのイベ ン トと、広報機会についてG
理事会 と二者会議開催 日程 について。
曳家予定 とイベ ン トの費用 について、まちづ くり協議会 の資金援助 の可能性を
検討。曳家が 7月 にならない と資金が出ない。
曳家 の時期は 12月 末 の入札 の結果に より決定 され る。
阪大加賀教授 の現地検分 は 11月 5日 に実施す る。
ギ ャラ リーの過去の使用実績について南海電鉄に入手依頼。
駅舎 の愛称公募 について、
堺市 と南海 の意向を聞くことになちた。
自販機 の設置に付いて も堺市の意見を聞いた ところ、堺市の土地だか ら収入は
堺市に入 るはずだ と。 この三者会議 での発言にはないが、地域会館 の 自販機 の
収入は会館に計 上されてい るのであらためて検討す る。
② 駅舎の実施検分
11月 5日 午後に駅舎 の実地検分を実施 した、
その後会館にて打ち合わせ を実施

ギャラリーについて、
基本的 な考えとして、使 い方を限定せず、1年 365日 を通
して多様な運営を考えるのが良い。
使 い方を考え、
設備 を整 えて、運営を考えるとい う順序になる。
ー
貸 しギャラ リ としての使 い方 と、教室や展覧会の運営を行 うこ とも検討す る
とよい。
今後 の進め方 としては、11月 22日 19:30か ら次回の会合を持つ。栗出さんか
ら提案書が提出される予定。
③ 情報 システムに付 いて
パ ソコンの購入について
購入時期 を会館 の改修に合わせて 3月 にする。
パ ソコン とプ リンターの予算 333,000円 に相 当するリー ス料 を計上 して
い る。パ ソコンの価格を下げて、その部分の費用減を次年度購入予定のテ
レビの繰 り上げ購入 で埋めたい。 この,点は堺市の合意を得て行 う。
パ ノコン購入 とテ レビの繰 り上げ購入 の考えについては承認 された。
ホームペー ジの開設
一応、
ホームペー ジのデー ター は、
形が出来て使用できる。現在 自治連合
会 のサーバー を借 りて公開 してい るので、アクセス して見 ることが出来
る。 自前 のサーバーの契約が完了すれば正式に公開できる。
レンタル サーバー :― ムー ムー ドメインを予定。
独 自 ドメイ ン :hamaderastatiOn,comを取得す る。
費用

一 時費用
サーパー料

1,500円
3,000円

/年

ドメイン料
499円
/年
ー
ー
レンタルサ バ の決定についての承認 を得 た。
④ 会計報告の仕組みについて
会計報告 の仕組みを次の三つに分ける。
(1)NPO個別会計

NPOに

(2)プ ロジェク ト事業会計
(3)NPO連絡会計

上

関す る収支の計上
プ ロジェク トに関す る収支の計上
記 の合計で、NPO全 体 の収支の計上

(2)のプ ロジェク ト事業会計は協働事業 の報告事項 として堺市に提出す る形式
であ り、(3)はNPOの 決算書に付属する形式になつてい る。(2)は協働事業を除
いた NPO独 自の費用を計上 している。
議題 3 プ ロジェク ト企画の進行状況
① ギャラリー について
ギャラリー については、
加賀先生か らの レポー ト待ちの状態 で、それを見た上

で、最終 の考えをまとめることになる。
② カフェについて
★ 担 当グル ープの報告は次の通 り。
具体的な事は決まっていない。当面 コー ヒー とケー キを提供 し、その後、おに
のお昼 ご飯 をだそ うか と思 う。設備については、スペースが判 ら
ぎ りと昧llg汁
ない。 もつ と広 くならないのか と思 う。
★ こ の意見 に対 して、事務局か らは、スペースについては今 の計画以上には
拡げられない。客数か ら考えてそんなに広 いスペー スは要 らないはずだが、給
食 のよ うに一度に多人数分 の食事を作るわけではない。一度に来 られ るお客数
はせ いぜい 10人 ぐらいだか ら、その程度の人数に対応できるよ うな設備で良
いはずだ と説明された。
現在考 えて いる来訪 客数 は、日曜 日は多いが終 日はそれほど多 くはないだ ろ
西側 のライプラリースペースまでカフェを拡げる。 ライプ ラ
う。多い ときは、
リー の訪問客で、珈琲 を飲みながら本を読む とい うことも期待 している。
NPOの
設備について、

手配分 と堺市の手配分 の区分がカ フェ担当者 に伝わつ

ていなか ったよ うで、次のよ うに、
再度、確認 を した。
☆ 堺 市は シンクとその周辺設備、換気扇、手洗い と温水 供給設備 を設置す る。
その仕様 と設置場所 に対 しては NPOか

ら、12月 15日 までに、
要望を出す。こ

れ らについては保健所 の指定があるので、確認 が必要である。
NPOは その他 の設備 を準備す る。NPOの 設置する設備 について、必要な水
や電気 の供給 について、堺市に準備 をしてもら うので、その要望を 12月 15日
までに提出す る。
堺市 と関係 はないが、
製氷器な どは実用に適 したメーカーの指定 もある。電
器製品ついては、どこに、
何を設置す るかを決めて、それに必要な電源 コンセン
トを設置 して賞 う。また、その電気容量について も指定する必要がある。
★ 担 当のメンバーか らは、
素人 であるがや る気はあるとい う発言があ り、そ
れは当然 のこ とで、初めてのこ とでは失敗は構わないので、そ こか ら経験を積
めば良い とい うことになつた。
現状は、
堺市に出す要望事項については、まだ五里霧 中なので、11月 末までに再
度検討を して貰い、その後、細かい打ち合わせ なして全体像 を決めることにな
つた。
③ ライブラ リー
ル
★ 金 設備についての石橋私案が出てい る。ライプラリー については、 親子
労
ュニー クな本棚 の提案 も出ている。折角の
ライプラ リー とい うコンセプ トで、
提案で、その意はくみ取 りたい。ただ、こども達は、
小学生だ と午後 3時 頃か ら
ー
しかこないので、専用空間にす るとスペ スが無駄になるとい う問題 がある。
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また、スペー ス として、この建物 の西半分を仕切 つて使 うとい うのは、スペー ス
全体 をフレキンブル に使 いたい とい う前提条件 か ら乖離する。
必要に応 じて取 り外 じできる床 パネル を敷いて、
折衷案 として、部屋 の一部に、
こどもの読書場所 を提供す るとい うことが出来 る。 これは、はまで ら四つのや
図書館が、
発足 当時実施 していた方法だ。 このよ うな部分的な こどもスペー ス
の設置は、
森 の宮キ ュー ズモール にあるカフェライブラリーで採用 してい るの
で、見学に行 つてはど うか とい う提案を してい るので、希望があれば事務局で
案内できる。
★ 櫻 井監事の意見 として次 のよ うな発言があつた。
図書館 としては、設備 、運営、人の問題 がある。設備 の うち書架について も、
今後具体に検討す る必要がある。
蔵書については、寄付 して貰 う、資金を集めて購入す る、公立の図書館 か ら
1借りるなどの方法で集 めることを考 える。家庭 で不用になつた本 を供出 して貰
うとい うことも考えられるが、要 らない本が集 ま りすぎるとい う問題 も出るだ
ろ う。図書購入資金 の収入 の道 には、寄付 も考えられるが、補助金を求めると
い うこともできるだろ う。
御世話をす る人については、高齢者はもう余 りあてにできないので、若 い人
の参加 を求めたい。また、お母 さん方がこどもさんをつれて本を読みに来て、
その際にお手伝 い をして頂 くとい うことも考えて良い。
★事務局 の補足 として次のよ うな意見が出た。
書架については、
部屋 の西半分 の処 の窓下部分に本棚を並べればかな りの量
を収納できるので、当初企画はそのよ うになつてい る。人 については、
例 えば
10人 の人が 1船 ずつ本を買つて回 し読みするよ うな仕組みが出来れば、
各人が
10船 読 めるよ うになる。これは会費制度を示唆 している事になる。お母 さんの
お手伝 い と同様に、読書好きの方 々に御世話 しなが ら本 を読む とい う形で参画
して頂ければ、
人の問題は解決出来るのではないか。
このよ うな、設備、本、人 の問題はまだ時間があるので、 じっ くりと検討す
れば良い。差 し当た り急 ぐことで設備絡みでは、照明の採 り方を考える必要が
ある。どの ぐらいの明るさが必要で、その明るさをどのよ うに して達成す るの
か とい う点は 12月 中に検討す べ き課題になる。
④ その他 の問題
各部門共通の話題や、 コンコー ス部 の問題があ り、様 々な発言があつた。
★ライブラリーに も関連す るが、手洗いの設備についての要望が出た。今まで
考えていた手洗いは台所 の手洗 いで、 これは保健所絡みの要求による。また、
トイ レには当然手洗いが必要になる。それに加 えて、ライブラ リー にも手洗い
が必要 とい う希望が出て来た。 これ と、
共用でカ フェの来客用 の手洗い も必要
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とい うこ とになる。 さらに、外 国 りの コ ン コー スや ギ ャ ラ リー で水が必要 にな
る。ギャラ リー では 、掃 除用 の他 に 、絵手紙や絵聞教室な どを開催す る ときに、
絵 の 具 を溶 い た り筆 を洗 つた りす る水 がい る。 また、コ ン コー ス と建物周 辺 に
は掃 除用 の水 も必要になるので 、水 回 りの計画 をす る必要が ある。
☆ さらに、コ ン コー ス には夜間 の照明が欲 しい。イベ ン トな どを開催す る とき
に周 囲 を照 らす。 そ の他 、建物 のライ トア ップ も考 えてみ る必要がある。
コ ン コー スの活用 方法 につ いて は、
石橋私案 に も提案 があ る し、中野理事 か ら
の提案 も出て い る。
この項 目の結論 と して 、全般的 に検討 が進んで い ないの で 、12月 の最終会議 ま
でに各部 門 で結論 を出 して貰 う。また 、必要 に応 じて、事 務局 でお手伝 い をす
る。
☆ 最終 の会議 は堺 市 と打ち合 わせて 日程 を決 め るが、12月 15日 の前 に開催す
る。

以 上 をもつて本 国の議事 を総て終了 したので 、議長は 20時 30分 に閉会 を宣言 じ
た。
上記議事 の経過 の 要領及 び議 決 の結果 を明確 にす るため この議事録 を作成 し議 長
及 び 議事録署名人 が これ に記名押印す る。
平成 28年 11月 22日
特定非営利法人浜寺公園駅舎保 存活用 の会

議

平

山 芳 弘

議事録署名 人

田

中 正 史 (電
』勘

議事録署名人

11 高 秀
中 メ

長

(置 訪

G匿 》

