
平成 28年 度 第 9回 理事会 議事録

・開催 日時  平 成 29年 3月 18日  14時 10分 より15時 50分 まで
・開催場所  堺 市西区浜寺昭和町 2丁 177番 地 5

・理事の数

浜寺昭和校区地域会館

14名
。出席 した理事の数   9名
。出席 した理事の氏名

平山芳弘 田 中正史 足 田人洲雄 中 川高秀、奥野喬子、飯田月子

鷺ノ森和子、濱野清士、米川潤
・出席 した監事の氏名

石橋忠義

にン    。その他呂磐霜穆 長本)11琢也
・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、理事会を開会した。

1 蓄
サ朋 邑メ麿盗塗彗

盟 昆 のデザイン提案があり基本的な準備が出来ん そ

の後のff器の整備は次期に実施する。
・カフェについて 鷺 ノ森理事

カフェサービスに必要な人員を検討 した結果、
一日当たり3人 は必要ということになり、

今後その人員を確保するように声かけをする。

メニューについて、山畑さんと西上さんが中心になつて、ケーキとクッキーの作 り方を
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の選択も必要。サンドイッチをメニューに入れることは決めている

功口琲については、コーヒーメーカーを家電店で調べている。香 りが大事なので豆からひ

くようにしたい。 ミル付のタイプで、10,000円程度のものを調査しているが、デザインに

ついて、外観 と性能の両面で検討 している。アイスコーヒーもできる。

1 棋暑号母9ヨ:銘繍登躍景慾曙鞣ぱ騨
家電製品は一般にリースの対象にならないので、事務局で対応を検討中であり、別途どの

ように取 り扱えるかをお知らせする事になった。四方会員から償却ベースの費用計上とい

う考えも有るとい う意見が出た。その他にケーキ作 りの道具類も揃える必要がある。
・ライブラリーについて 石 橋監事、米川理事

堺市の図書館協会と話をしていて、来週、図面をもとに打合せをすることになっている。

事務局では、設備はそれとして、運営の方が大事なので、その方をつめたい。

これについて、具体的な知見として四つのや図書館の事例もあるので、由良先生に聞く



こともできる。この四つのや図書館には、昭和校区の人も参加 しているので、こちらにも

参画して貰 うようになれば良い。また、浜寺公園協会からもカフェ ・ライブラリーの協働

事業の話が来ているので、それも参考になる。

子ども図書館の経営はボランティアに依存するが、運営ボランティアと内容を充実させ

るボランティアが必要になる。運営ボランティアは地域の受け持ちで、これは無償ボラン

ティアになるが、それに、有償のボランティアが参カロすることが必要になる。また、子ど

も達の自主的な参画を育成することも必要になる。

このような子ども図書館の運営は大変な労力が掛かるので、週 2日 の開場がやつとだろ

うから、後の4日 は成人本位で運営することになる。

図書の整備をどうするかとい う話も出た。購入する事は費用が掛かる。当面は公共図書

館との連携で本を揃えるということもできる。例えば大阪府立大学のなんばのibsiteにある

「まちライブラリー」では、本棚だけを整備 して、本はメンバーが持ち寄る形で運営 して

いる。また、公園協会の計画でも会員が本を持ち込み、それにメッセージを付けて、その

メッセージに書き込みを増や して、会員の交流を図るということを考えている。

兎に角、人、物、金、のマネージメン トを、チームを作つてやるべきだという意向に纏

まつて、米川理事に主導 していただくことになった。公園協会の汐見さんは花一杯活動で

も御世話になっているがライブラリーの会にも参画をお願いするのが良い。

議案 2 28年 度 2月 の収支報告と年度決算の見通

事務局から、資料 No.1に 従つて、収支を報告した。2月 は会館の改修に伴い聖書幼稚園

の会議室を借 りたので、その費用が発生している。それ以外の費用は出ていない。

浜寺公園駅舎保存活用プロジェク トの平成 28年 度の決算見通しでは、予算 540,574円 に

たいして、2月 までに 340,684円 の支出があり、2月 末の残高が 199,060円 になつている。

このうちパノコン関連で 118,170円 の引き当てをしているので、残 りは 80,890円 になる。

これが 3月 末までに有効に利用できる、予算残になつている。旅費が 30,000円残つて居る

が見学会などの費用を見ているので、積極的に利用 して欲 しい。

このような交通費について、領収書の取得をどうするのか決めておく必要がある。また、

費目を変えて費用計上することについては、問い合わせが必要だが、ある費目で予算超過、

別の費目で予算不消化とい う形の処理にせざるを得ない。

議案 3平 成 29年 度 NPOの 事業計画と予算編成について

事務局から、平成 29年 度と併せて平成 30年 度の予算原案を提出した。4月 22日 の理事

会までに、これを元に、修正を加えて、事業計画と併せて予算編成を完了させる。

各ページで、左に当初予算、右に見直予算を記載している。

29年 度は、収入では、堺市からの委託料 3,000,000と NPOか らの拠出金 225,127円 は

そのままにしている。事業収益は 482,000円 から228,000円 に減少 している。これは開場

時期が平成 29年 12月 から平成 30年 3月 に延びて、稼働月数が 1か 月になったために減少

している。費用については、報酬 ・賃金 ・給料が減少 している。ここは一人分のアルバイ

トとボランティアの費用を見込んでいる。需用費が 2,277,600円から2,696,141円に増えて

いる。これは、家電製品のリース購入が出来ないとい う事情により、即金購入に置き換え

たために発生した費用増である。これによる費用増は、期間収入の増力日、購入の繰 り延べ、

既存設備の活用などで補っている。この他にセキュリティーの保険料や原料費が開業月数

の減少にともない減つている。

この中には開場の際のレセプション料は 250,000円 しか入つていないので、大規模なレ



セプションを実施するなら、その費用は協賛金とか寄付で賄 うことになる。

この予算案で、収支ギリギリの経営になるが、不安要素は、キッチン設備の費用が足 り

るかどうか、とい う点と、カフェなどの売上数が、見込み通 りになるかどうか、という点

にある。いずれにせよ、状況により、収入の増加を図るのと、費用の削減が必要になる。

役員の人事については、細野理事と櫻井監事から辞意が出ているので、新たに西澤慎二

氏と四方和彦氏にそれぞれ、理事、監事への就任を依頼し承諾を得ている。

資料 3‐2に より5月 7日 の役員予定表を提供した。(理事会当日配付資料に誤 りがあり、

後 日差し替えた。)

議題 4ロ ーズカーニパルにおける広報について検討

ローズカーニバルで、NPOと してどのような対応をするかについて、中川理事から提案

があつた。

新しい会員募集のパンフレットをつくり、配布する。そのためにブースがあると良いが、
一般ブースは余裕がないので、本部の近くに席を取 り対応できる人を配置する。また、お

茶席のところでの広報も考える。小さいテントがあれば良いが、警備用のテン トで、警察

官が駐在するところがあるので、そこを共用することも考える。

花咲かそう会で参力口者 20名 に歩こう会用のパンフレットを配つたら、早速入会者が出て

来た。4月 の歩こう会で 500部 を配布するので、もつと入会希望が出ると期待 している。

西澤さんがローズで献血のビラを配るので、それと一緒に配つて貰っても良い。

4月 の理事会までに中川理事に計画案を作つて頂く事になつた。

議題 42月 24日 の三者会議の報告

事務局から、議事録を配布 した。

曳家についての予定がほぼ確定したこと、パソコンの買い方について意見を変換 したこ

と、朝市などで収益の出る事業をNPO以 外の人が実施する際の制約条件などについて打合

せがあった。

議題 5 特 定非営利活動促進法の一部改正についての報告

内閣府からのパンフレット配布

この中で直接関係のある事項は、資産総額の登記が不要になることと、貸借対照表の公

告が必要になり、それには電子公告を使えるようになるという点である。

この関連で定款の変更を予定している。

議題 6 定 款の変更についての報告

事務局より、資料 No.6と 定款の抜粋を配布。

・第 2条 事務所

平成 30年 3月 に事務所の移転が予定されている。その時点で定款を変更する必要がある

が、今回の一連の定款変更に併せて、所在地を大阪府堺市西区に変更することで、この区

の中の住所変更は届け出だけで済むようになる。
・第 5条 事業の種類

現在の定款では、事業の種類が 7種 類記載されている。その中にギャラリー事業や図書の

貸し出し事業などがある。このままだと決算で、各事業の会計報告を個別につくる必要が



ある。そこで、①浜寺公園駅舎などの文化財の維持管理事業を、①浜寺公園駅舎保存活用

事業に変更し、②から⑦までの事業をその中に包含するようにする。これにより、会計報

告の注記の中で、事業は一本にまとめることが出来る。
・第 14条 副理事長の人数など

2月 の理事会で副理事長を 5人 に増やしてはどうかという意向が出ていたので、そのよう

な場合や、逆に副理事長を一人しか選べない場合を考えて、定款上は一人以上というよう

に変更する。
。第 49条 公告

法改正により貸借対照表の公告が必要になり、その公告がホームページで行えるとい う

ことになったので、それに合わせて公告の方法を追加する。

これらは次回の理事会で承認を得て、総会の決議を諮ることになつた。

議題 7 そ の他の報告事項

報告事項が 5件 有り、それぞれについて詳しい報告が書類に記載されている。

1.南海電鉄の広報支援について

2.曳 家イベン トについて

3.コ ピー機によるプリン トサービス事業について

4.浜 寺公園のカフェ ・ライブラリー構想について

5.パ ノコンなどの調達について

事務局より、以上 5件 の報告が行われた。

以上をもつて本日の議事を総て終了したので、議長は 15時 50分 に閉会を宣言 した。

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 29年 3月 27日

特定非営利法人浜寺公園駅舎保存活用の会

議    長   平 山 芳 弘
ぞ害勢

議事録署名人  田 中 正 史
鰯

議事録署名人 朝 高
翁


