第 5 回城東区 SARUGAKU 祭
第２回運営委員会

参加者

日時

平成 28 年７月 2０日（水）

場所

城東区民センター

19 時 30 分～

27 名

城東区社 会福祉 協議会
城東区地 域振興 会
城東防犯 協会

議事録

谷口

青 木事 務長

ピアフェ スタ実 行委員 会

（ 谷口 ）

NPO 法人地域自立 支援推 進協議会 JOTO

（谷口 ）

城東区体 育厚生 協会

松村、 白石

城東区Ｐ ＴＡ協 議会

小林

藤田

城東区視 聴覚教 育協議 会

城東区青 少年指 導員連 絡協 議会

青野

（小林 ）

アイラブ 城北川 実行委 員会

高田

城東区青 少年福 祉委員 連絡 協議会

浅野

ゆめこい ワッシ ョイ実 行委 員会

城東区区 子ども 会育成 連合 協議会

谷田

城東区更 生保護 女性会

高木

大阪産業 大学付 属高校

藤 野、堺 井

大阪市コ ミュニ ティ協 会城 東区支 部協 議会
城東区商 店会連 盟

西村

濱岡

城東区ゆ め～ま ち～未 来会 議

大阪市生 涯学習 推進員 城東 区連絡 会
大阪産業 大学附 属高等 学校

欠席

林

石原

藤野

足立、

清水、山 本、藤 本、白瀧 、岡田 、上堀 、豊口、保

堺井

枝、高橋 、萩原 、茶木 、細 木

6 団体

城東区ス ポーツ 推進委 員協 議会

城東区小 売市場 連合会

城東区民生委員児童委員協議会主任児童委員連絡会

城東区地 域女性 団体協 議会

城東地区 保護司 会

城東区老 人クラ ブ連合 会

進行

山本哲也（事務局長）

挨拶

谷口瑛（社会福祉協議会）

紹介

大阪産業大学付属高校

議事録

萩原博子（事務局）

生徒会

午 後 8 時までの参加になりますが、よろしくおねがいします。
議案
（１）

進捗状況
・出演者
現在 34 団体が申し込み。
・出店者
現在 25 団体が申し込み。ピザーラからの出店希望は、紹介者がなかった
ため、お断りした。
・体験コーナー
自立支援の 体験コーナ ーは、蒲 生グラウンド を希望 。今 回は盲導 犬、競
技用車イス、などの体験を検討中。
トンカチ、子ども会の体験コーナーも蒲生グラウンド希望。

生涯学習で、区民センターでの体験コーナーは、
「スポーツチャンバラ体
験」を講 師を呼 んで開 催を検討 し 、舞台は 、吹奏 楽を呼ぶ ことを 検 討 す
る。
・広告協力
・協賛金

現在０件。
合計 26,000 円

・開 催 ポス タ ー

チ ラシ

産大 付 属高 校 イラ ス トレ ー ショ ン 部と 美 術部 の

の皆さん にラフデ ザイン を作成 し ていただ いた。今 までに ないタ ッ チで
完成が楽しみだ。
・ゲスト
（２）

リピート山中氏、能楽師、出演 OK.

工程表の確認
・出演・出店・体験コーナーの申し込み締め切り 7 月 29 日(金)
・出演・出店の説明会

9 月 18 日（日）

・8 月

出演プログラム作成、会場図決定、協賛・広告募集

・9 月

開催ポスター・チラシ校了、ふれあい城東（開催）原稿
出演プログラム調整、必要備品項目、連長会議に協力依頼

・10 月

開催ポスター・チラシ配布、協賛・広告締め切り、出演プログラ

ム完成、会場スケジュール決定、保険等加入手続き、パンフレット校了、
連長会議に掲示依頼
・11 月

ふれあい城東（開催）発行、パンフレット納品・配布、必要備品

確認・決 定、配 布物の 準備・ 確認 、スタッ フ・ス ケジュ ール確 認、 前日
会場準備、本番、お礼状、アンケート集計
・12 月
（３）

事業報告書、会計報告書

備品レンタル見積
・貸し出しのテントが 10 張の場合と 15 張の場合で、トラックの搬入・搬
出費が 変わってくる。
・テントは前日に舞台の横に組み立てて置き、当日自分のブースまで、自分
で運ぶ必要がある。（説明会の資料送付の文書にその旨を明記すること）

（４）

説明会について

9 月 18 日（日）

・案内の手紙
出演者
・音源 を期限までに提出できないチームは出演を断る場合がある。
出店者
・当日の流れ確認
タイムスケジュール
用意する資料
（５）

その他
・出店：楽しかったブース、おいしかったブースに投票してもらい、上位の出
店者を表彰してはどうか。各ブースには番号をつけて置いて、参加者に番号

に○をつけてもらい、段ボールに入れてもらい、当日に開票する。
→出店のブースに投票させることで、優劣をつけることにならないか。
募集する時点で、投票の件は明記していないので、来年度にもう一度検討す
ることとする。
・民生委員児童委員協議会

主任 児童委員連絡会は、10 月、12 月とイ ベ ン

トが続いているため、体験コーナーへの参加は、今回はできないが、子育て
サロン への 開催 チラ シの 配布 の協 力は可 能。 今日 は所 用 の ため 欠席 ですが 、
民生委員の区役所の窓口に議事録を お預けして、担当の井戸さんへお渡しす
る。・
・駐輪については、蒲生グラウンドの中には、自転車は入れない。ただし、出
店の各ブースに 1 台だけは、認めることとする。
・会場図については、事務局に一任。（説明会の後で、運営委員会を開催する
ため）
・体験コーナーで、「紙飛行機」をして、産大 高の学生さんにそのブース を 仕
切っていただいたらどうか。
・学生の皆さんが参加して楽しかったと思えるように、事前の準備段階から参
加していただくといいのではないか。説明会にもスタッフとして参加してい
ただくのはどうか。（8 時までの参加なので、時間的な配慮が必要）
・「案内」の腕章をして、参加者に「○○がおもしろいよ」とおすすめしても
らう。
→これから話し合いながら、協力体制を考えていく。
（５ ）今後のスケジュール確認 ・・・今後、開始時間は午後 7 時からに変更する。
8 月 17 日（水）企画会議
9 月 23 日（金）運営委員会
10 月 19 日（水）企 画会議
11 月 16 日（水）運営委員会

