平成 29年 度第 6回 理事会 議事録
平成 29年 10月 21日 13:30よ り 14:55まで
浜寺昭和校区地域会館 1号 会議室 にて開催
出席理事
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理事 の総数 14名 に対 して出席 した理事 の数 は 8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 その後 の広報 のあらまし(報告)資 料 No。1参 照
① 浜寺公園駅付近 にお ける工事説明会開催 のお知 らせ
11月 11日 開催 の工事説明会 の案内は自治連合会 の 10月 の回覧板 で全戸 に通知 し
てい る。

② 浜寺公園駅舎曳家記念行事(11月 19日 に実施)の広報
広報 ビラと小冊子「
浜寺公園駅舎 ものがた り」を10月上旬に子 ども会のルー トで全
戸 に配布 した。
松風」10月 号 (自治会員全戸配布)
③ 自治連合会の広報誌「
浜寺公園駅舎曳家工事 に伴 う記念事業開催 のニュースを掲載 している。
第 1面 に、
また別のコラムで「
浜寺公園駅舎の試験活用への始動 について報道されている。
す こやか老友」
④ 老人 クラブ広報誌「
浜寺公園駅舎試験利用へ ようや く動き出す とい う記事が掲載された。 この広報誌
は西区全域の老人会員に配布 されている。
広報 さかいや南海電鉄の NATTSに よる広報が予定されている。
③ この他 には、
③ 3月 末のオープエ ングに関す る広報 も摘官実施する必要がある。
2号 議案 入会者一覧 と入会申込書 資料 No.2参 照
平成 29年 度の会員名簿が提示された。
また、法人発足時 に作成 した法人の案内書 と入会手続 きの書式を、その後の状況の
変化 に合わせて修正 した ことが報告された。
これらは、次回の説明会や曳家イベ ン トの際の入会勧誘 に使用す る。
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3号 議案 駅舎活用 の手引き (豹
駅舎 の活用 については問い合わせ も来 ているので、それ に応 える意味で、案内書 を
準備 しておきたい とい うことで、資料 No.3に よる理事長案が提示 された。
これ については早急 に成案 を作成す ることにな った。―
4号 議案 下 期贈入予定備品 (今 回 は報告がなかった)
5号 議案 図 書 ヨーナーの運営 に付 いて
米川理事(当日は欠席)から提出されている資料 に基づいて、日中副理事長か ら事業案 の説
明があった。詳細 は席上で配布 された資料 に記載 されてい る。
10月 7日 に図書館 コーデ ィネーターの巽照子 さん と打合せをして、助言を頂 いてい る。

① 駅舎 ライプラリー班の陣容 は、
担当者 :米川、阪日、小椋、石橋
助言者 :巽 照子(図書館 コーディネーター)
② 事前準備 について
・
書架等の購入はケアエ房 J2に制作を依頼す る。
当面、
予算 11万 円の範囲内で、木製の書架 5台 を購入す る。
・
蔵書 については
公立図書館からの期間借用
寄贈本
年間購入計画 による新規取得(予算化が必要)
。
運営はポランティアによる
③ 計画されている当面の活動内容
・
読書 コーナーは常設
.
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図書の貸 し出 しについては、当面月 1回 、徐 々に回数を増やす
児・
児童 に対す る読み聞かせ活動 月 1回 を予定

④ 図書の配置
公立図書館 コーナー
寄贈本 コーナー
新刊書 ヨーナー
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ボランティアの募集
駅舎 ライブラリー・
寄贈本 の募集(原則 として発刊 3年 以内の もので、取扱 について は NPOの 裁量 に

従 うことが条件)

6号 由桑 その他 の事項
① カフェ・ライプ ラリーの什器配置 について

什器配置図が提示 された。
② 堺市市民活動 ヨーナーの NPO法

人 のための個別サポー ト

10月 から長期 の支援活動 が提供 されるので、
勧誘を受 けて申 し込みをした。今回
は 4団 体 の NPO法 人が参加 してい る。10月 18日 にオ リエ ンテー ションがあ り、
足田副理事長が出席 した。次回 は 11月 8日 で、
参加希望者 があれば出席出来 る。
この 日は、マーケテイング基礎講座 で、ライプラリー、カフェ、ギャラリーの各部
門の事業計画 の参考 になる。11月 から、2月 までは個別 に支援 をしてもらえるの
で、 こち らの事業 の進行 に合わせて助言が得 られる。一応、
来年 3月 で成果 を整理
するが、その後長期 の支援 も受 けられる。

③ 資料 No.4に より平成 29年 9月 の月次活動計算書 について報告 された。
7号 由盛 次日以降の日程の作
11月 の理事会 11月

18日 19時 00分 から開催の予定

以上で強事 は終了 して閉会 した。
上記議事 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。
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