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浜寺昭和校区地域会館会議室 にて開催
出席理事

平山芳弘 田 中正史 足 田八洲雄 奥 野喬子 飯 田月子 鷺 ノ森和子
濱野清士 山 下壽子 西 澤慎二

出席監事

石橋忠義 四 方和彦

理事 の総数 14名 に対 して出席 した理事の数は 9名 であった。
定款 の規定 により平山理事長が議長 となり【開会を宣言 して議事が進行 した。
1.1号

議案 29年 度事業計画、及び、2号 議案 29年 度活動予算 に関 して、

議長 か ら資料 の概要 について説明があった。
29年 度 の事業計画 と予算 が決
資料 1と 資料 2に 示 されてい るとお り、5月 7日 の総会 で、
まってい る。事業 の実施 に関す る事項 として、NPOと

しては、設備 の準備 と運営 に付 いて

検討す ることになる。設備 については 9月 頃までに概要 を決めて、来年 1,2月頃 に設備 を搬
入 して準備 を完了する予定 になってい る。事業 の実施内容 について も、ギャラリー、カフェ、
図書館 について、具体的な計画が示 されてい る。
曳家 か ら開業 までの工事 のスケジュールについては、
堺市 の 4月 21日 付 けの曳家外 スケ
ジュールに従 って進行 している事 が確認 されてい る。その中で、曳家 の時期 は 11月 になっ
てい る。また、3月 下旬 にオー プンとい うことも決まっている。こうい うことを前提 に して、
上半期中 にはこ うす る、 10月 、 11月 にはこ うす るとい う計画を立 てることになる。
駅舎 の配置 については、現在 の駅舎 の位置 から仮駅舎 を避 けて、斜 めに曳家 して、そ こか
ら 西 に動 か して図示 のよ うに試験活用 の位置 に据 え付 けられ る。
ギャラジーの中 には新 たにft器を設置 して展示 の便 を計 る。北棟 では東 の角 に厨房 を設
置 し、西側 には書類棚 を置 いてそ こに本 を収めて閲覧できるようにする。この ような計画案
を参照 して、実施計画 をつ くって頂 く事 になる。
資料 2の 予算 については、平成 29年 度 の予算 では開業費用 の支出が大 きく、事業費の支
出 は 3,466,627円にな り、活動予算書 の事業費合計欄 に記載 されてい る。その うち、消耗品
費 が 2,543,757円あ り、その内訳 をその右に貼 り付けている。これ らの品目の購入 を具体的
に定めて実施 しない とい けない。
NPOの 会費収入が 184.000円と堺市
資料 3の 5月 の活動計算書 については、収益 では、
か らの委託料 1,500,000円、その他 にエテルノテ レサヘの絵 はがき販売収益 20,000円が入

っている。経常費用 は、
絵 はが きの原価 10,000円と総会 の費用 などが 11,783円として計上
されてい る。
これか らの検討課題 としては、予算 に計上 されてい る項 目について具体的な実施方策 を
つ くる必要がある。参考例 としてい くつかの事例 を挙 げている。
この場 では意見が出ないので、各 グループのメンバ ー を再確認 して、次回の理事会で検討
状況 を報告 して貰 う必要がある。メ ンパ ー表は事務局 で再度整備作成す る。
2.3号 議案 地域説明会 について
議長 か ら、堺市、南海 とNPOで 地元 への説明会 を開催する事が提案 された。
この説明会 は、
本来、曳家工事施 工者 の堺市 と南海電鉄 が地元住民 に対 して実施す る工事
説明会だが、今回は曳家 イベ ン トを実施す るの と、それ に関連 した駅舎 の開業 にむ けての広
報活動 とい う意味 もある。実施時期 としては、曳家 に関す る状況 がハ ッキリしてからになる
ので、9月 以降 になるだろうとい う見通 しであった。
これ とは別 に、活用事業 に対す る地元の関心を深 めて、事業 の実施 に参画 してもらえる人
を募集 で きるような集会 と、開業前 に事業内容 を地元 に周知 させ るような集会 を開催 する
ことが提案 されたが、具体的な意見 はでなかった。
3.曳 家 のイベ ン トについて
曳家 イベ ン トは、西区の応募型地域 まちづ くり支援事業 の公募 に対 して、浜寺昭和校区ま
ちづ くり協議会 が申請 した提案 が採択 されたので、ここか らは、曳家 イベ ン トはまちづ くり
協議会 が専任する。6月 に実施計画書 を作成す るが、既 に提案段階で計画 が進んでい る。ま
ちづ くり協議会 では、曳家 の詳細 が決まった段階で別途、
実行員会 を立 ち上げて、具体的な
計画 を立てることにす る。委託金 は 100万 円 とい う事 になってい る。
堺市 か らは、協働課 か らNPOに 出ている試験活用事業 の委託料 と西 区か らまちづ くり協
議会 に出 る曳家 イベ ン トの委託料 の二つが二重取 りにならない ように、事業実施体制 を峻
別 して欲 しい といわれてい る。
まちづ くり協議会 では、 この点 の けじめをハ ッキリとさせたい と考 えてい る。
NPOと しては、もともと曳家 の イベ ン トは、
広報活動 の一環 として、実施す るように考 え
て居 た。しか し、幸 い、この ような状況 にな ったので、NPOは 本来 の駅舎 の活用事業 に注力
できるよ うになる。
4.カ フェの計画 について
鷺 ノ森理事 か ら、カフェに従事す る人の公募 について、どのようにして もらえるのか とい
う質問が出た。また、それ に関連 して御世話す る人を集 めることが難 しいので、有償 にする
ことにしたら、どの ぐらいお金 を出せ るのか教 えて欲 しい と言 う質問 も出た。
これについては、い くら出 して貫 えるのか とい う話 ではな く、売上が い くらで原価がい く

らだか ら、人件費 は これだ け出せ る、とい うと ころか ら、有 償 の手 当 の額 が決 まるので、 ま
ず、事業 の 内容 と採算 を考 えてか らとい うことにな る。
カ フェグル ー プの検討事項 をま とめて提案 して もらえれ ば良 いが、 なかなか難 しいので、
7月 6日 にカ フェグル ー プの検討会 を開 い て、 そ こで問題 を整理す る こ とにな った。
5。その他 の事項
堺 市 の紹介 で LIFULL HOME'S PRESSの
機 関誌 (HP)に 浜寺公 園駅 の紹介 が出て い るの
ー
ー
で、写 しを配布 した。 このホ ムペ ジには コメ ン ト欄 があ るので、そ こに、簡単 な投稿 を
して、そ の 中 で駅舎 の事業 の紹介 を したが、 この よ うな もの を利用 す る と、無償 で、広報 が
出来 る。
そ の他 に、情報 シス テ ムに付 い ては、パ ソコ ンの現状 な どを報告 した。特 に、 ブ ログを開
設 す るので、各 自で 自由 に書 き込 み を して欲 しい、 とい うこ とと、メ ール ア ドレス を取 得 し
たので、今後 は NPOの

通信先 として活用 して欲 しい。
関空 の駐 車場 は NET上 で予約 ホ ー ム を使 って予約 で きるよ うに なって い る。その よ うな

仕組 みが便利 だ とい う意見が あ った。 これ につ いて はシステム設計 が 出来 るか ど うか検討
す る。 一 般 に ギャラ リー の予約 はメール か窓 日にな ってい る。電話 と F懸 はお 断 りとい う
ところが 多 い。

以上 で議事 は終 了 して閉会 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 に議事録 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 6月 24日
特定非営利活動法人 浜寺公 園駅舎保存活用 の会
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