平成 29年 度第 7回 理事会 議事録
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理事 の総数 14名 に対 して出席 した理事 の数は 10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 浜寺公園駅舎曳家記念行事(11月 19日 に実施)の広報
広報 さかいの 11月 号全市頁 に曳家 の実施 と記念 のセレモニーのお知 らせが掲載
された。 また、NATTSの

11月 号 に informationとして曳家記念行事実施 につい

ての広報 が掲載 された。
② 今後 の広報 の予定 としては、浜寺昭和校区自治連合会 の「
松風」の 1月 号、堺市老人 ク
ラブ連合会 の「ほが らか堺」1月 号などへの掲載 も予定す る。さらに、広報 さかいや
どの 1月 号への掲載を考 える。
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2号 議案 駅舎活用 の手引き (剰
第 6回 の理事会 にて駅舎活用 の手引き書 の理事長案 が提示 されてい る。
これ について、事務局 で資料 No。2の 開業案内 と施設利用 の しお りを作成 して三者

８

会議 に提出 した。この手引きを草案 として本理事会 に提出す る。理事長 から、中央
通路 に名称 について は、ギャラリーやカフェに合わせて横文字名 に統一 してはど
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うか とい う意向がでた。これを含 めて、この内容 についての様 々な意見があると思
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われ るので、それを提案 して貰 い、それ らをまとめて手 引き書 の形 を整 えたい。
3号 議案 下 期購入予定備品 (今 回は報告がなかった)
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の開判 逆 月中旬にな

ると予想 され てい る。
10月 の 3者 会議 では、堺市 の工事完 了は予定通 り3月 15日 で、そ の後 NPO側

の

設備 の搬入 と整備 が行 われて、4月 1日 には利用 が可能 にな るとい う日程 が示 され
てい る。 これ に対 して、公式 の開業式典 を開催 す る ことにつ いて、堺市や南海電鉄
な どでは人事異動 の時期 であ り、平成 30年 度 の期初 に式典 を開催 す る ことに は難
があ る とい うことで、 そ の時期 を少 しず らそ うとい うことにな ってい る。
したが って、式典 の開催 日は、現在 の ところ、4月 14日 とか 15日 とい う見通 しに
な ってい る。次 回 の三者会議 で さらに工程 が確認 され る。
工 事説明会 は 11月 11日 に実施 された。
曳家記念行事 は 11月 19日 の開催 が予定 されて、広 報 されて い る。
曳家 の実施 時期 は 11月 28日 、12月 2日 、お よび 12月 18日 に実施 され る こ とで
決定 し、既 に公告 されて い る。
ライ ブ ラ リー の案 内 とボ ラ ンテ ィア募集 は会員 と、 自治会 の 回覧版 で校 区 に回 っ
てい る。
12月 には駅舎利用 のマニ ュアル を完成 した い。 1月 には管理担 当者 の名前 を決 め
るな どが 予定 されて い る。
5号 議案 オ ー プエ ングセ レモ ニ ー
オ ー プエ ングセ レモ ニ ー については、堺市 とも相談 しな い とい けな い が、来賓 を呼んで き
てなにかす るとか、シ ョー、 コ ンサ ー トな どを してお祝 い をす るの もいいが、出来 た ら、紅
白銀頭 か タオ ル程度 を NPOの

会員 と来 られ た方 に配 る ことを考 えて は ど うか とい う理事

長提案 が あ った。
6号 議案 入会者 一 覧 と入会 申込書 資料 No.4参 照
入会案 内 と会員登録 の書式 (修正済 み)が改 めて提示 された。
また、平成 29年 10月 末現在 の会員名簿 が しめ されて、会 員数 は、個人会 員 81名 、団体
会 員 6名 、合計会 員数 87名 と報告 され た。 なお、 11月 に 1名 の入会 が決 まって い る。
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参加者 の便 に配慮 して、場所 は地 域会館 と し laooか

ら理 事会 を開催 し、 引 き続 いて

17:30から忘年会 を開催 す るとい う線 で時間 を調整す る。

その他の議案(1)図 書 ヨーナーの運営 に付いて。
① 書架 について
書架を 5台 、予算金額 11万 円で購入す る手配を した。購入先はケアエ房 J2。

ケアエ房 J2で は、工房 が狭 いので、製作が完了 したものは一 台づつす ぐに納入 し
たい とい う希望が出ている。また、事前 に納入場所 の状況を見 て、デザイ ンを決め
たい とい う意向である。
受入可能な時期 と、駅舎内検分可能時期 について、三者会議 を通 じて堺市 と相談 し
た上、J2と 調整する必要がある。
② 山埼豊子文庫

山埼豊子文庫 の設置 に付 いて、山埼豊子文化財団 に照会 したところ、文庫本 30
船 を出版社か ら寄贈 していただけることになった。寄贈本 について はその出版社
か らの寄贈 とい うことを掲示する必要がある。
③ ボランティアの募集 について

既 に数人 の参加希望が来 ている。3月 中に応募者 を集めて打合せ をする予定であ
る。
④ 公立図書館 か ら図書 を借 り入れ るとい う点 では、ア ドバ イザ ー を介 してネ ッ トワー ク

を構築す る。
③ 書架 の高 さについて、建屋 の壁 の寸法 によ り高 さを調整する必要 もあるので、事務局
か ら建屋側面図を米川理事 に届 ける。
その他 の議案(2)駅 舎 カフェ話 し合 いの結果 について (資料参照)
カフェグルー プは 11月 までに4回 の打合せをしている。その中で、設備配置、食器類、
メニ ュー、配員、制服などについての意見が出てい る。
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配付資料 では、カフェの開業までに必要な検討事項 を網羅 してあ り、その中 にカフェグル
ー プの検討結果 を記載 してい る。
① 設備配置 では
キッチ ンの配置図で、シンクと手洗 いが描 かれているが、これ らはカフェの営業許可 の
条件 に合 った ものが堺市 から納入 され る。NPO側 では調理台、IHヒ ーター、冷蔵庫、
カウンター収納台、製氷機 を調達する。
キッチ ン前のテー ブル と椅子 については 2案 を例示 してい る。 この場所 は東西 の幅が
狭 く、通常 のテー ブル と椅子 を配置すると、サー ビス をす る通路 が確保 できない。図 に
示 してい る一案 は無印良品 の製品で、簡単なスツールに座 るようなデザイ ンにな って
い る。これ について は背 もたれのない椅子 とい う事 で疑念がでているが、座 りやす い椅
子 で、場所 を取 らないのでお勧 め したい。 これに対 して、鷺 ノ森理事 から、イケヤの展
示場 で適当なもの を見つ けた とい う報告があった。
また、第二案 はカウンターテーブル と椅子 の組み合 わせで、これなら面積的 には余裕 が
ある配置 に出来 る。 カ ウンター席 はサー ビス員 とお客 さまの間 の対話 をうながす効果
がある。大型 のテー プルはお客 さま同士の対話 を促す形 になる。机 の配置 にはこのよ う
な雰囲気への配慮が必要 になる。カフェグルー プでは、カウンターは目の前 にお客 さま

が座 られ ると、仕事 が しに くい とい う意向のよ うである。
② 調理道具や食器な どの検討 は これからで、食器 は自色に統一す るとい う意見があるが、
ウエ ッジウッドのよ うな柄物 のデザイ ンもいい とい う話 もある
ff器や備品の購入 は年内に手配すべ きものと 3月 で も遅 くない ものに分 けて、時機 を失
しないように手配す る必要 がある。
③ 服装 について、焦げ茶 のエ プロンとTシ ャツとい う案が出ている。
④ その他 の備品 として、 キャッシュレジス ターや コー トハ ンガーなども必要。
③ サー ビス員 について、 ポランティアと学生アルバ イ トなども考 える。
⑥ 営業時間 について、館内の開館時間 は 1位00か ら 1700に なるが、カフェのサー ビスは
10:00か ら 16:00と い う希望がでている。 この点 については調整 が必要 である。
② メニ ューについては、コー ヒー とクッキーのセ ット 350円 、ケーキセ ットなどを検討 し
ている。サ ン ドイッチも検討項 目になってい る。
① これ らを合わせて、収支計算を しなければならない。
③ 営業許可 と設備認可、調理資格なども必要 で、年内 には保健所 などと打ち合わせ る必要
がある。その際 は堺市 に も同席願 う。
① キッチ ン設備 は、箇 々のユニ ットを購入 して並べ るだけと考 えて居 るが、あ とで棚 を吊
った りとい う作業 も必要 になる。もし、便利大工 さんの様な人を ご存 じなら教 えて欲 しい。
その他 の議案(3)駅 舎活用の手引き
駅舎活用 の手引きについては 2号 議案 で紹介 されてい る。 この内容 は現時点で決 められ
てい る条件 を折 り込んだもので、今後細 目を決 めて、それを折 り込んだ手引きにす ることに
なる。また、一般訪問客 に対 して配布する案内書 は、これ とは別 に作成する必要がある。例
えば、利品の杜 では、来訪客用 の しお りが常備 されてい るが、施設利用 に対する案内は、印
刷物 がな く、ネ ットで公表 されてい る。問 い合わせがあればホームページの コピー を渡すよ
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うにしているとい うことであった。
現在 の手引きは 3月 末 までの開業案内であ り、それ以降は、対象 となる相手 に合 わせたパ
ンフレ ットが必要 となる。
その他 の議案a)通 信施設 について
通信施設 としては、電話 とファックス、インターネ ット回線 を一括 で契約す ることにな
る。 この ような施設 の提供元 はケーブル回線 の JCOMと 光回線 の NTTフ レ ッツ光、coひ
か りの三社 であるが、JCOMは 公共施設 には提供 しない とい うことで辞退 してい る。
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11月 16日 に NTTに 問 い合わせて、添付 の見積 もりを受 け取 つている。今後、現地調査
な どをへて、最終 の施設利用 の条件 がきる。
なお、同 じ交渉 を eOひ か りとも実施 して、年内 に条件 を比較 して業者 を決定 し、来年早 々
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の開線引き込みを実施す る。

また、連立工事 では、付近 の電柱 から館内への地下ケープル導入管を敷設することになっ
たので、その計画図を資料 として添付 してい る。
‐
人 のための個別サポー ト
前回の理事会で報告 した個別サポー トについて、現状 に照 らし合わせ ると、カフェグルー

その他 の議案(5)NPO法

プの開業準備 で援助 を受けるのが良い ように思えるので、その線 で進めてみたい。
補足事項 :一
事務局 としては、今回、予算 と費用 の状況 について報告 したかったが、準備 が出来なかった
ので、 12月 の理事会で報告できるようにする。
以上 で議事は終了 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。

平成 29年 11月 20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 7回 理事会
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