平成 29年 度第 4回 理事会 議事録
平成 29年 8月 19日 13:30よ り14:50まで
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 西 澤慣三 中 野浩二

出席監事

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 した。
1号 議案 29年 度事業計画
最初 に、理事長 よ り平成 29年 度 の事業計画書 の内容 について、資料 No.1に 従 って、
念押 しがあった。
事業 の実施方針 については、事業 を駅舎 の試験活用事業 に特化することと、その実施 につ
いて は、参加者の協働型運営 とし、利用者 と一体 となって運営すること、また、そのために
利用者 の声 を くみ取 り、経営 に活 かす仕組みを作 ることが必要 になる。
事業 の実施 については、曳家 の時期 が当初計画 より遅れることになっている。その上で、
ギャラリー、カフェ、図書 コーナー、事務施設な どについて、既定 の計画 を推進す る必要が
ある。 また、営業 については、週 6日 、朝 10時 から 17時 までの営業 で、夜間の施設利用
も考 える。ギャラジーは一週間の使用料 が 30,000円 とする予定 にな っている。 また、中央
通路でのイベ ン トも企画す る。予算 の大枠 は 3,466,627円になってお り、主要な設備費用 の
予算 も決 まっている。
年度内の工事 日程 についてはスケ ジュール表 が示 されてい るが、曳家時期は 11月 下旬 か
ら 12月 上旬 となっている。
試験活用 の実施時期 は、設備 の搬入時期 が 3月 中旬以降 にな り、予定では 3月 末 の試験
活用開始 となっている。年度末 ギリギジの話 であ り、実質的 には 4月 か らとい うことにな り
そ うだ。
この工程 に合わせての事業運営 としては、曳家 イベ ン トが 11月 19日 に内定 しているの
で、それ についてのお知 らせ を 9月 に実施す る。 10月 には、工事状況 についての堺市 の説
明会 を開催 して貰 う。 11月 には ライブラリーについて図書 の寄付依頼 を流す。12月 には駅
舎利用 の管理の手引きを作成 し、1月 には開場後 の管理 当番 を割 り当てることになる。これ
らは理事長 の腹案であ り意見を出 して欲 しい。

なお、駅舎 の前 に設置 されていた 「
浜寺公園駅」の石碑 の移設場所 について、三者会議 の
席上で、堺市 から曳家後 の駅舎 の同 じ場所 に設置す るとい う提案 があ り、そのよ うに決 まっ
た。
さらに、松風 10月 号 の原稿 が提示 された。原稿締 め切 りは 8月 末 にな っているので、意
見 があれば出 して欲 しい。
曳家 イベ ン トについて、まちづ くり協議会 の濱野会長 より状況説明があった。
この イベ ン トはまちづ くり協議会 の中で、 自治会 と連合子 ども会が中心 となって実行委
員会 を作 って計画 を進めてい る。計画は進んでい るが、会場 の場所 が狭 いので、それ に合わ
せた参加人数 になる。 イベ ン ト開催 のお知 らせ については 9月 6日 に第 1回 目の簡単な回
覧 を出 し、10月 11日 に詳 しい回覧を出す。
イベ ン トヘの参加 は、曳家 の綱引きが小学生、その他 に、中学生の吹奏楽 と合唱、小学生
のダンス と漫才 を予定 してい る。老人会 か らのお手伝 いの申 し出 もあるが場所的 に余地 が
ない。また、消防署 のブラスバ ン ドも他 の行事 の先約 があって参加 して もらえない。
中野理事 か ら、実際 に曳家 で駅舎 を曳かないのでは、イベ ン トの意味が無 いのではないか
とい う意見があつた。これ に対 しては、実際 に曳家 を実施するのは技術的 に難 しいので、真
似 ご とになる。但 し、実行委員会 では、曳いたときに くす玉 を割 るとい う意見 も出てい ると
い う事 であ り、理事会 でも、それ は良い考 えだ とい う意見が出た。
行事参加者 については既 に手配が付 いて る。また、一般参加者 が多 くなるので、道路の整
理な どで大変だろ う。警察 には話 をしてい る。また、 10月 の松風 には第一面 に大 きく取 り
上 げる。したがって、松風 の NPOの コーナーの記事 はそれを前提に修正す る。
中野理事 か ら、カフェについて保健所 の許可 はどうなって居 るのか とい う質問があ り、日
中副理事長からカフェグル ー プが保健所 と折衝 してい るとい う報告 があった。また、四方監
事 か ら、認可は、シンク、給湯設備、冷蔵庫 の設置後、申請 をして一週間で立会があ り三 日
で許可が下 りるとい う説明があった。。
さらに、中野理事 から、4月 の開場 として、オー プニ ングのイベ ン トはどうなるのか とい
う質問があつた。事務局 からは、それは盛大 にやるとい う回答があ った。これは堺市、南海
電鉄 との三者会議 でプ ロジェク トの実施事項 として決 める問題 になる。日程 は未定 だが、そ
のための広報 も準備 をする。予算 については今後決 めることになるが、それ よ りも、事業全
体 に必要な費用 が い くらになるかを、その前に積算す る必要がある。
2号 議案 29年 度活動予算
7月 の実施状況は資料 2の 通 り。
7月 の個人正会員の会費入金は 1名 分、2,000円であった。また、資産勘定 では、三井住
友銀行預金 か らパ ソコンの リース料 が引き落 とされてい る。

3号 議案 「説明会」開催 の件
Q:説 明会 を開催することになってい るが、何 を説明するのか?
A:今 までいろいろなメディアで広報 をしてきたが、まだ徹底 していないので、堺市 に説明
会 を開 いて貰 って、関心のある方を集 めて、直接説明 したい とい うものだ。それ に合わせて
会員募集 もや りたい。
Q:そ れは この時期 が良いのか ?も し、活用事業を広報す るなら、もう少 し先 の方が良いの
ではないか。
A:駅 舎 を曳家 して整備するとい う一連 の工事 の実施 を地元 に説明す るとい う観点 か らは、
曳家前 の実施 が必要 になる。
10月 に説明会 をや るなら、9月 6日 まで に案内状を用意 しない とい けない。
Q:曳 家 に よ り駅舎 の位置が変わることが、街 の人 にとって大変な こ とだから知 らさない と
とい けないことなのか、疑間 に思 える。む しろ 4月 以降の駅舎 の活用 のことを知 らせ る方
が大事 ではないのか ?
A:工事 の話 をす るのは堺市 と南海 であ り、駅舎活用 の話 は我 々がや る話 だ。この方 はまだ具
体的 には何 も決まっていないので、当面は話 しようがない。
兎 に角、堺市 が何 日頃なら説明会が出来 るか、その案内を 9月 6日 か 10月 11日 の回覧 に
載せ られ るかが問題 になる。この点 については、理事長 から堺市 に連絡 して堺市 と南海 の意
向を聞 くことになった。
これ らに関連 して、活用 について は、ギャラリー もライプラリー も、運用 についての具体
策 が決まっていないので、 これについては早急 に担当 グループで検討 をす る必要がある。
駅舎 の管理 の手引きも各担当で作 つて くれ と言 つて もなかなか出来ないので、理事長が
たたき台を作 ることになった。
その他事項 として
中野理事 か ら、中央通路 のイベ ン ト対応 について確認が求め られた。
中央通路 の照明 は通常 の天丼照明が準備 されてい る。イベ ン トの際 の照明 は、ポータブル
の床置 きライ トを持ち込 んで貰 う。そのための コンセ ン トは準備 してい る。劇場 のよ うな天
井照明をする施設 はない。また、建物 の ライ トアップ照明設備 は堺市 では設置 してもらえな
かった。ライ トアップをするときは、投光器を準備 して、屋外 コンセン トから配電す ること
になる。
理事長か ら、設備購入 についての手配 は出来 てい るのか とい う問 いかけがあった。これに
ついて は、各担当で計画 をして実行予算 をまとめることになるが、事業運営計画 が進んでい
ないので、実行予算は確定出来ない。冷蔵庫 については ジース絡みで業務用 を買わぎるを得
ないか と思 っていたが、家庭用を購入 しても良い ようなので、カフェグル ー プで機種 を選ん

で欲 しい。中野理事 か ら、家庭用冷蔵庫 はパ ッキ ングが痛みやす いか ら、業務用の方が良い
のではないか とい う意見が出ている。
7月 の理事会 で山下理事か ら鳳 のオーキタ家具店 を紹介 された。実地 に見 てきたが、ここ
に依頼 して家具類 を揃 えることも出来そ うなので、それ も一 つの選択肢 にす る事 には異存
が無 かった。
また、事務局か ら、平成 28年 度 の決算書類 の整理 が完了 して、堺市市民協働 課への事業
報告 と法務局 への登記事項 の手続 きが総 て完了 した ことが報告 された。
西澤理事からギャラリー担当 として何 をどうした ら良 いのか とい う問 いかけがあった。
これ については、ギャラリー グループで検討 して進めて貰 う事 になっている。設備面 では、
主な什器類は阪大 の先生 に企画 を御願 い したので、それ にしたがって、購入手配をすれば良
い。その他 に南海電鉄が使 っていたテー ブルなどの設備 が残って居 るので、それをどの様 に
活用するかを検討す ることになる。特 に、カーテ ンは旧品を保管 してい るので、クリーエ ン
グして再利用出来れば費用 が節約 で きるので、検討 して欲 しい。運用面 では、開館 が近づ い
たら4月 か らの予約 を取 る必要があ るので、営業活動を して貰 うことになる。
4号 議案 次回以降の 日程 の件
9月 の理事会

9月

9月 の三者会議 9月

16日 13時 30分 か ら
21日 10時 か ら

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 8月 21日
特定非営利活動法人 浜寺公園駅舎保存活用 の会
平成 29年 度 第 4回 理事会
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