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令和 4年度 8月度 第 5回定例役員会議事録 
（令和 4年 8月 21日 青木平区 区民館） 

出席者︓区長、副区長、会計、防災委員長、第１町内会長、第 2町内会長、理事、各班班長 
（理事︓1名欠） 

 報告事について 
区長より、区内外の活動について以下の報告がありました。 

 防災機材操作訓練 A/Bグループについて 

実施日︓7月 17日（日）9時 00分～10時 30分 
• 雨天のため中止しました。 

 草刈りボランティアの実施について 

実施日︓７月 24日（日）8時 00分～ ローターリー下り一方通行を実施 
• 暑いさなかの草刈りとなりましたが、17名の参加者がありました。ご協力ありがとうございました。 

 親子で楽しむ青木平シアター 

実施日︓7月 30日 午前 10時 00分～ 午後 14時 00分～ 
参加者︓午前 子供 2名  大人 1名 午後 0人 
実施日︓8月 17日 午前 10時 00分～ 午後 14時 00分～ 
参加者︓午前 0  午後 2人 
• 子供達の要望を聞くなど、宣伝にも工夫が必要でした。 

 ラジオ体操開始について 

実施期間︓8月 6日～8月 14日 9日間 予定通り 8月 6日よりスタート 13・14日は雨のため中止 
• 今年で 3年目となりましたが参加者は 20人～30人と微増しています。お盆で帰郷された子供達も参加

出来るよう開催日の延長も考えていきます。 

 確認事項について 

 総合防災訓練の実施について 

実施日︓8月 28日(日)  8時 33分 開始 （同報無線が流れます） 
昨年と同様の訓練とし、区民全体の中央公園への避難行動は行いません。 

総合防災訓練説明会の中止︓8月 21日（日）予定の説明会は中止します。 
5) 避 難 訓 練 ︓黄色いハンカチを掲示し、災害時要援護者への声かけ行動は実施する、と共に班で決 

めた集合場所に集まる。中央公園への避難行動は行わない。 
参加者の集計が完了したら、班長、防災委員および有志（協力者）を除き解散とする。 
4) 防 災 訓 練 : 可搬式ポンプ操作訓練・消火栓操作訓練・AED操作訓練 

① 防災訓練参加対象者︓班長、防災委員および有志（協力者）とします。 
② AED操作訓練は主に有志（協力者）、高校生、中学生  訓練場所︓中央公園 
③ 中高生の参加については「AED操作訓練への参加協力依頼」文書を配布。  配布済み 
④ 「避難行動計画」資料を全戸配布致します。 配布済み 

6) 消火訓練・AED操作訓練の実施について  
(1) A グループ 可搬式消火ポンプの操作訓練 （1-5、2-4、2-5） 

濵村さん・日比野さん 

第 3 防災倉庫に格納されている可搬式消火ポンプを使用する 

(2) B グループ 可搬式消火ポンプの操作訓練 （2-1、2-2、2-3） 佐野さん 

第２防災倉庫に格納されている可搬式消火ポンプを使用する 
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公園西側の防火槽 40t を使用する。 

(3) C グループ 消火栓操作訓練 

訓練場所：公園東側 446 番地付近に設置されている消火栓を使用 

（1-1、1-2、1-3、1-4） 大塚さん 

(4) AED操作訓練︓有志、希望者、中高生を対象に実施 小早川さん、武井 

 青木平区敬老会の取り組みについて 

仕分日︓9月 16日（金）  10時 00分 ～ 区民館 2階 
配布日︓9月 17日（土）9時 00分～  区民館にて配布記念品の受け取り開始  
商品券︓2,500円 （イオン商品券）＊包装代は含めず 
記念品︓1,100円 （フェイスタオル） 
• 9月の役員会で詳細を説明致します j。 

 役員会について 

 「子供と楽しく遊ぶ日」 チョコバナナを作って食べて楽しもう︕＆落書きせんべい 

実施日︓8月 28日（日） 16時 00分～19時 00分 無料 
• チョコバナナセットの購入 100本分 7,000円～10,000円の範囲 ネット購入 
• バナナ購入（望月商店予約）50本 不足があればスーパーで追加購入 
• 落書きせんべい完全セット購入 100人分  7,000円～8,000円 ネット購入 

準 備︓① 総合防災訓練後テントを設営 ２張り 
② 15時 00分 執行委員集合し準備（中央公園） 

ガスコンロ、湯煎用鍋、チョコレート用鍋（ボール）、トレー数枚 
机（長脚）3台 バナナを立てる台（発砲スチロール） 

③ 手持ち花火開始 18時 00分～ 
④ 後片付け開始 19時 00分～ 

• 多くの親子が参加し、チョコバナナと落書きせんべい作りを楽しみました。 

 「認知症サポーター養成講座」の開催について 

実施日︓9月 24日（土） 19時 00分～20時 30分  区民館 2F 
参加対象︓執行委員、班長、防災委員 34名 
講 師  ︓中部包括センター、認知症キャラバンメイト 

 区費の集金について 

本部会計 蛭川さんより説明がありました。 
9月 11日（日）18時 00分～区民館 1階で集金を行います。＊役員会開催前 集金場所︓区民館１F 

 青木平区一斉草刈り作業について（区の行事） 

実施日︓10月 2日 8時 30分～10時 30分 
実施方法︓会員は、自宅周りの草取りを実施、または班内で決めた場所の草刈りを実施する。 

班長、防災委員は指定された場所の草刈りを実施 
軽トラ協力依頼先︓ 1-1 西尾さん、2-1 市川さん、 2名にお願いする。 
• 9月上旬に案内チラシを作成し、班長さんに全戸配布をお願いし周知を図ります。 

 その他 

• 青木平在住の全世帯に近鉄不動産より、常識を無視した違反投棄物による「廃水処理」の実態が通知
されました。 
私たちが長く青木平に住み続けるための大切な施設がこの「廃水処理」施設です。 
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「きれいな青木平、住んでみたくなる青木平」づくりを区民一人一人が考え、実践していきましょう。 
ご協力をよろしくお願い致します。 

連絡事項 
(1) 9月度 第５回定例役員会 

開催日︓9月 11日（日） 19時 00分～20時 30分  区民館 2階 
(2) 防災機材操作訓練 C/D グループについて 

実施日︓9月 18日（日）9時 00分～10時 30分 
訓練内容︓消火栓の操作訓練  

(3) 胸部レントゲン検診 
検診日︓9月 28日（水） 13時 30分～15時 00分  区民館前 

次回 定例役員会は 9月 11日（日）19時 00分から実施します。 
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