平成２５年度理事会議事録
◆４月度定例幹事会（HP
月度定例幹事会（HP 用）
平成２５年４月２５日（土）
ほしらんど下松
交流室４

１８：００～２０：３０

１．報告事項
（１）4/22 マツダ財団 活動助成金 送呈式 ･･･・大木、国弘、栗田
（２）4/26 TYS 18：33～38 「ふるさとレポート」放送
（３）山口県きらめき財団の「推進員」受託･･・栗田（2 年間）
（４）一本化協議 5/25 幹事会にて 19 時～
２．討議事項
次の事項について討議して承認した。
（１） 新年度会費納入対策（推進/集計者：徳原、国弘）
総会の案内に同封
マンツーマンが基本・・・現状会員リスト（幹事担当別）
（２） 次年度イベント企画の状況（大木 L、古村）
4/2
16 時からスタッフ会議開催（新田、下山、栗田、大木、古村） 具体案は
出なかった
（３） ミニ機製作関係 （林）
基本方針を総会に提案する。
（４）総会準備対策
①会議の流れ
通常総会 →４号議案 NPO 化採決 →否決の場合：通常総会を続ける。可
決の場合：「NPO 設立総会」に切り替えて、法定事項を可決していく。
ミニ機製作関係について、説明する･･･議題に挙げるかどうか？
②役割分担（案）
・準備、
・リハーサル／当日
以上

◆５月度定例幹事会（HP
◆５月度定例幹事会（HP 用）
平成２５年５月２５日（土）
ほしらんど下松
交流室４

１８：００～２０：２０

１．報告事項
（１）新任幹事の紹介
高畑幸二さん、藤井恒雄さんのご紹介。・・山本さんは、後日、辞退の連絡あり
（２）地域交流センターイベントへの参加報告
５月２６日開催のイベントに参加する。準備９時３０分、閉場１６時。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）H２５年度「周南元気者フェスタ」実行委員の引受けの件
①下松市役所企画財政課 森藤主査より、今年、下松市で開催するフェスタの説
明があった。
②以降の予定

・６/20 第一回幹事会（周南県民局）
・７/４ 第二回幹事会（ほしらんど）
・１１月１７日（日）１０～１５時 ほしらんどサルビアホールで開催
③べんけい号を愛する会が実行委員を引受ける件
（２）山口きらめき財団 H２５年度活動助成金申請の件
締切りの５月３１日までに申請する。（事務局）
（３）定時総会の件
①開催日時、場所
・６月２９日（土）１３時から
・ほしらんど５A、B 室
・総会後、懇親会を行う。
②会議の流れ
通常総会で NPO 化採決が可決されれば、「NPO 設立総会」に切り替える。
③役割分担
・総会準備、当日の役割分担を決めた。（詳細別表：添付省略）
（４）「SL べんけい号地域活性会」との一本化協議の件
両会の一本化について協議するため、今日の会議への参加を要請していたが、
れず、また連絡も取れない状態。以降、この協議は行わないこととする。
（５）復元機製作の取組みの件
・CAD 図面を作成するためのロードマップを作る。
・徳山駅ビル 2F 展示 蒸気機関車（田布施町在住、西村氏）の調査をする。
（６）その他
次回幹事会 ６月２２日（土）１８時から ほしらんど下松
以上

来場さ

◆６月度定例幹事会（HP
◆６月度定例幹事会（HP 用）
平成２５年６月２２日（土）
ほしらんど下松
交流室４

１８：００～２１：００

１．報告事項
（１）訃報 ６月２０日 市川五郎氏ご逝去（元 下松工業高校 教諭）、黙祷。
（２）新幹事の紹介の件
堀本浩司さん、藤井恒雄さんが出席、自己紹介。
（３）「周南元気者フェスタ」への取組みの件
・6/20～のフェスタ幹事会メンバーに、当会より栗田、大木が入った。
・今後の幹事会の予定 7/4、8/30、9/13、10/18
・本番 11 月 17 日（日）１０～１５時ほしらんど サルビアホールで開催
（４）当会の今後の幹事会の件
・7/20、8/24、9/21、10/19、11/16、12/14 に開催（奇数月は、会議後にビール会）
・12/7 はべんけい号の大掃除実施後、会員交歓会を行う。
２．討議事項
（１）定時総会の件
６月２９日（土）開催の平成２５年度第２回定時総会及びＮＰＯ法人設立総会
について、議案書に基づき全員で協議・リハーサル確認した。
以上

◆７月度定例理事会（HP
◆７月度定例理事会（HP 用）

平成２５年７月２０日（土） １８：００～２０：００
ほしらんど下松２F 交流室４
１．報告事項
（１）県きらめき財団の助成決定
助成金「スタートアップ」の１０万円。
（２）会計の一部変更
会計は事業（イベント）別の予算・決算にする必要があり、伝票を更新する。
（３）新名刺の作成（NPO 認定後に使用するもの）
NPO 化と組織呼称の一部変更で、更新する。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）２６年度 県きらめき財団の助成申請
２６年度は「ステップアップ」を申請することで、準備・計画する。
（２）NPO 化申請
資料を揃え、県民局に相談し、申請する。
（３）NPO 設立総会の反省と次年度対策事項のまとめ
（４）会費の未納者対策
（５）イベント企画チームの報告と今後の進行プログラム
大木イベント企画リーダーが報告。
（６）モデル機製作チームの報告と今後の進め方
藤川復元機チームリーダーが報告。
（７）「理事会運営規程」制定
（８）公印の作成
NPO 化も考慮し、公印を更新する。
以上

◆８月度定例理事会（HP
◆８月度定例理事会（HP 用）
平成２５年８月３１日（土） １８：００～２１：００
ほしらんど下松
市民活動室
１．報告事項
（１）防府市青少年科学館のミニ SL・レール見学 8/31 実施
（２）「SL べんけい号まつり」対外折衝状況
① 許認可関係
市教委後援
：決定済
マスメディア後援：日刊新周南、Ｋビジョン、ホップは決定済
② 各園&学校：チラシ配布協力の文書作成中（9/初旬にチラシとともに配布）
③ HO ゲージ SL 展示、N ゲージ SL 走行
④ 周南市ふるさと振興財団のミニ SL 借用展示 OK の方向
（３）NPO 化申請 9/初旬に申請提出の段取り
（４）まつり打上げ会 9/29 18 時から、悠遊庵にて、萩の清水氏を囲んで
（５）スケッチ作品選考会 10/17 18 時から ほしらんど市民活動室にて
（６）山口きらめき財団主催「交流フェスタ」 10/26（土）秋芳台国際芸術村
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）会費の未納者対策の件：各理事から個別に依頼する
（２）「べんけい号貯金箱」内製化の件（事務局）：抜き型/作業場所・マニュアル

（３）「べんけい号ひろば」条例変更対策の件
（４）「SL べんけい号まつり」取組みの件（各分科会から指示）
① イベント企画から
② 復元チームから･･･駆動モデル製作
（５）「基金規程」新設の件
以上

◆９月度定例理事会（HP
◆９月度定例理事会（HP 用）
平成２５年９月２１日（土） １８：００～２０：４０
ほしらんど下松１F 交流室２
１．報告事項
（１）「体験出席者」（理事候補）の紹介
吉田信文さん
（２）「ミニ SL 用レール」寄付の受け入れ 約 100ｍ分
（３）「SL べんけい号まつり」対外状況
①許認可 後援決定･･･市教委、日刊新周南、朝日、毎日、読売、KV、FM 周南、ほっぷ
周南健康管理センター･･･饅頭・うどんの臨時営業許可済
②ポスター・チラシ･･･市内幼稚園、保育園、小学校に配布済み
③HO ゲージ SL 走行･･･オラクルプロ社と確認済み
④周南市ふるさと振興財団ミニ SL 借用展示･･･9/27 引取り、9/30 返却
⑤山口きらめき財団･･･まつり当日局長が来場
（４）NPO 化申請
9/24 に申請書提出予定
（５）「べんけい号ひろば」改称への取り組み
来年度、市に申し入れる。
（６）「べんけい号客車・レール」への取り組み
NPO 認定後に市に申し入れる。
（７）本の紹介
「小型蒸気機関車 西日本編」にべんけい号の弟機が掲載されている。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）「SL べんけい号まつり」取組みの件（各分科会から報告と指示）
①イベント企画から
②復元チームから
③「おいしい昼食堂」開設の件（うどん・飲み物ほか）
（２）「基金規程」新設の件
先月の定例理事会で提案された規程で運用する。
（３）「周南エリアきらめき交流会」呼びかけ&主催の件
実行委員会に参加することを承認した。
（４）「生涯楽習フェスタ 2014.3.2」企画提出の件
市へ企画書を提示することを承認した。
（５）NHKTV 生放送 取組みの件･･･「お出かけ情報」9/27 山口放送局で収録予定
出演することを承認した。
以上

◆１０月度定例理事会（HP
◆１０月度定例理事会（HP 用）
平成２５年１０月１９日（土）

１８：００～２０：００

下松工業会館２F

和室

１．報告事項
（１）「イベント企画体験出席者」（サポーター候補）の紹介
河村一さん
（２）吉田理事：イベント企画＆ＨＰメンテナンスを担当
（３）「ＳＬべんけい号スケッチ会」10/17 選考委員会の結果
最優秀賞５点、優秀賞１０点を選考
（４）「生涯楽習フェスタ 2014.3.2」 企画 市教委に提出
（５）「周南エリアきらめき交流会」呼びかけ中
（６）下松小学校とのコラボ「見学会」 （紙芝居も）
10/7 に 2 年生 117 名を対象に実施。一時の降雨には、市役所本館ロビーを借用
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）「ＳＬべんけい号まつり」開催結果の総括の件
①アンケート集計結果
別紙資料に基づき、総務リーダーが報告
②今後の課題
イベント企画リーダー主に、課題集約。
③事業経費の中間集計
事務局が報告
④「おいしい昼食堂」の収支と今後の課題
事務局が報告
（２）今後のイベント計画の件
イベント企画リーダーが提案
（３）グッズ「貯金箱」内製化進捗状況の件
事務局が報告＆提案。
（４）県民局「元気ものフェスタ取組み」の件
下記の担当を決めた
①前日（11/16）の会場設営
②マスコミリリース
③ミニＳＬ展示手配、Ｎゲージ運転
④「うどん食堂」
（５）内部組織としての「ミニＳＬ愛好者部会」発足の件
次年度への課題とする。
（６）平成２５年度上期会計中間報告
以上

◆１１月度定例理事会（HP
◆１１月度定例理事会（HP 用）
平成２５年１１月１６日（土）
ほしらんど下松１F 交流室２

１８：００～２０：３０

１．報告事項
（１）貯金箱内製化
借用の４型で試作済み
（２）「べんけい号まんじゅう」
検討中
（３）「べんけい号ふれあい＆クリーンアップ会」
12/7、22 に実施する
（４）「107 歳おめでとう、下松べんけい号への年賀状コンテスト」
12/10 から受付を開始する

（５）復元チームの取組
（６）グーグル、ユーチューブの取組
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）県民局「11/17 周南元気ものフェスタ取組」の件
（２）べんけい号ライトアップの件
11/13 にテスト済み。12/22～24 にライトアップ予定。
（３）「べんけい号ふれあい＆クリーンアップ会」の件
（４）「年賀状コンテスト」賞の件
（５）資金対策
以上

◆１２月度定例理事会（HP
◆１２月度定例理事会（HP 用）
平成２５年１２月１４日（土） １８：００～２０：３０
ほしらんど下松２F 市民活動室
１．報告事項
（１）「クリーンアップ」「ふれあい交流会」
12/7 に実施
（２）「107 歳おめでとう、下松べんけい号への年賀状コンテスト」
下松市後援と３賞（市長、市議会議長、教育長）がほぼ確定。
ちらしと応募はがきを、市内の全小学校、保育園、幼稚園に配布（約 6000 枚）
（３）べんけい号正月飾り
12/22 10 時から実施する。17 時 30 分からライトアップを開始する。
（４）復元チームのデータ取り
12/22 10 時から実施する。
（５）「貯金箱」内製化進捗状況
12/9 母型用「ケース」作り実施。
（６）観光協会への加入
事務局が「個人会員」として加入した。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）べんけい号正月飾り、ライトアップ担当者
担当者を決めた。ライトアップの点灯時間は 17 時 30 分～19 時 30 分とする。
（２）「107 歳おめでとう、下松べんけい号への年賀状コンテスト」取組みの件
①スケジュール
選考委員会 1/中旬、表彰式 1/26（場所：スターピア）
展示 1/26～2/7 スターピア、2/中旬 地域交流センター、3/春休み中 ほしらんど下松
②表彰式の役割分担
表彰式の準備及び当日の役割を決めた。
（３）「3/2 楽習フェスタ」取組みの件
フェスタの準備、当日の担当については次月の理事会で協議、決定することにした。
以上

◆１月度定例理事会（HP
◆１月度定例理事会（HP 用）
平成２６年１月１８日（土）

１８：００～２０：３０

ほしらんど下松１F

交流室２

１．報告事項
（１）NPO 関連
認証と登記を完了。
（２）「107 歳おめでとう、下松べんけい号への年賀状コンテスト」関連
応募３６７点。選考委員会 1/16 開催済み。表彰式 1/26 14 時スターピアにて開催。
最優秀賞８点、優秀賞２８点。
展示はスターピア下松で 2/7 まで。引き続き地域交流センター、ほしらんど下松で展
示予定。
（３）マツダ財団
助成申請済み。
（４）「貯金箱」内製化進捗状況
1/18 に母型製作予定であったが 1/25 に延期する。
（５）復元チームのデータ取り
月１回を目標に保管庫から出し、採寸する。市の承認済み。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）「下松べんけい号への年賀状コンテスト」の 2014 年実施のための改善事項
①学校、幼稚園、保育園対策
②事務処理改善
③1/26 表彰式の進め方
（２）「NPO 披露パーティー」取組みの件
2/22（土）18 時からほしらんど下松で開催する。
（３）「3/2 楽習フェスタ」取組みの件
SL 運行及び蒸気汽笛の「演出」ともに、市の予算なし。
当日の役割分担を決めた。
以上

◆２月度定例理事会（HP
◆２月度定例理事会（HP 用）
平成２６年２月１５日（土） １８：００～２１：００
ほしらんど下松２F
市民活動室
１．報告事項
（１）NPO 関連
県への税務関係届出完了。郵貯、山口銀行に会計口座（理事長名で代表印登録）を開設。
（２）「107 歳おめでとう、下松べんけい号への年賀状コンテスト」関連
スターピアの展示は 1/26～2/7 まで実施した。
その後の展示予定 ・地域交流センター ： 2/7～2/26
・ほしらんどくだまつ： 3/春休み中
（３）助成申請の進行状況
きらめき財団：事務局＋総務 L で進める
厳島会財団 ：事務局で進める
マツダ財団 ：申請完了
（４）「貯金箱」内製化進捗状況
1/25 に母型を地域交流センターで、３型製作した。
（５）復元チームのデータ採り＆CAD 進捗状況
２～９月まで月１回を目標に保管庫から出し、採寸できるように市に申し入れ、原則
承認を得た。ただしグランドデザイン提出の要請があった。

（６）土鈴製作道具の譲り受け
伊藤先生（セルプ周陽）からミキサー、作業台等の譲渡打診があり、お願いした。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）「年賀状コンテスト」の 2014 年実施のための改善事項
①全体進行：「総括記録表＋1 件書類」で、技術を伝承していく。
②学校＆保育園・幼稚園対策：後援決定後「コンテスト進行計画書」を責任者に面談手渡
しする。
③事務作業改善：全体進行は「総括記録表＋1 件書類」で進める。
全員作業（応募書類の印刷、はがき切断・封入、応募作品への番号打ち、リスト入力＋
貼り付け等）は集中作業日を設定し、実施する。
（２）「NPO 披露交流懇親会」取組みの件
開催日時、場所：2/22（土）18 時 ほしらんどくだまつ交流室
①事前準備：会員への案内状及びリリース＆来賓案内状と「感謝状」作成の担当を決めた。
②当日の役割分担を決めた。
（３）「3/2 楽習フェスタ」取組みの件
当日の役割分担を再確認した。
以上

◆３月度定例理事会（HP
◆３月度定例理事会（HP 用）
平成２６年３月１５日（土） １８：００～２０：４０
ほしらんど下松２F
交流室 4
１．報告事項
（１）「べんけい号饅頭」対応方針＆委託契約について
（２）「107 歳おめでとう、下松べんけい号への年賀状」展示
ほしらんど下松で 3/24～3/28 展示する。
（３）助成申請の進行状況
きらめき財団と厳島会は 3/17 に郵送予定。
（４）土鈴製作道具の譲り受け
伊藤先生（セルプ周陽）から譲渡は、障害者施設側に決定との連絡があった。
（５）「NPO 披露交流懇親会」
2/22 に好評裡に終了した。
（６）「3/2 生涯楽習フェスタ」
3/2 に終了した。
２．討議事項
次の事項について討議して、承認した。
（１）「3/2 生涯楽習フェスタ」のまとめと要対策事項
まとめと次回への対策事項について討議した。
（２）「4/6 桜々フェスタ」への取り組みの件
前日、当日の役割分担とイベント内容について討議した。
（３）新年度会費納入対策
（４）定時総会対策
開催日、交流会の内容等、次回理事会で決める。
以上

平成２４年度
平成２４年度幹事会
年度幹事会議事録
幹事会議事録
◆ ４月定例幹事会
平成 24 年 4 月 25 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
①新幹事の紹介
国弘成文氏（総務･会員リーダー）、池田隆志氏（技術顧問）。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 県立博物館 100 周年記念企画展 「大鉄道展」への参加
7/13～8/26
下工が寄贈した c621 ミニモデルを展示して、モニターに 15 分短縮 DVD をながす。
この内容は、C621 製作と「下工弁慶号」修復の記録（下工 60 周年記念事業）。企画･編集･
制作＝愛する会。
また、「下工弁慶号」と、愛する会を表示した B2 版パネルを掲示していただく。
② 「総会」開催の準備
5/13 （日） 10 時から、総会＆交流懇親会。 地域交流センター 0833-45-4100。
議事および会計報告の内容と、各自の役割分担を決定した。
３．その他
４．次回幹事会：5 月 23 日（水）18:00 下松工業会館

◆ ５月定例幹事会
５月定例幹事会に先立ち、読売新聞、毎日新聞の取材をうけ、幹事会一同が久し振りに下松市役所
グリーンプラザで「下工弁慶号」に面会しました。
（マスコミ報道詳細は「マスコミ報道記録」に収載しています）

平成 24 年 5 月 23 日（水） 17:00～19:30 市役所グリーンプラザ＆下松工業会館 3F 会議室
１．報告事項
①新聞社の取材対応
相手先：毎日新聞社 ＆ 読売新聞社
時刻：17～18 時 市役所ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞにて
②県立博物館１００周年記念企画展「大鉄道展」への参加
7/13～8/26
下工が寄贈した C621 ミニモデルを展示して、モニターに 15 分短縮 DVD をながす。
この内容は、C621 制作と「下工弁慶号」修復の記録（下工 60 周年記念事業）。企画・編
集・制作＝愛する会
また、「下工弁慶号」と、愛する会を表示した B2 版パネルを掲示して頂く。

③7 月の PR 展示 7/8～2W 地域交流センター !F ロビー
7/1～31 駅ビル 支援センター
④「ＳＬ手づくり創作絵本」の公募：「公募ガイド誌」への広告出稿
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 「総会」の振り返り、反省・要対策事項
議事は、予定通り進行できた
懇親会の食事の準備に工夫が必要
② イベント用の機関車購入について
イベント用の機競売物件・利用目的・仕様・購入費・保管場所の説明（池田）
適当な保管場所がないので、今回は、見送ることにした。
③「ＳＬ手づくり創作絵本」の公募：
a.６月からの市内関係へのＰＲ方法と担当者
学校教育課・・・小学校、幼稚園
子育て支援課・・・保育園
その他・・・図書館、公民館、ほか
b. 応募作品が少ない場合の対策を立てておくこと
9/21～23 のイベントの組みかた：担当者
c.子供スケッチ大会 市と協議する：7 月に開催 担当者
④「ＳＬ手づくり創作絵本」の公募：「公募ガイド誌」への広告出稿
① 7 月の PR 展示
7/8～2W 地域交流センター
担当者：栗田
7/1～31 駅ビル 支援センター 担当者：大木Ｌ

◆ ６月定例幹事会
６月定例幹事会に、ＮＨＫの取材が入りました。
ＮＨＫの番組「あいたい」（43 分の旅番組で、年 10 回、中国地方向けに放送されている）で、
今回は「鉄道の裏舞台に迫る」をﾃｰﾏに、日本の鉄道の起源や日本の鉄道を支えてきた工場町、
鉄道を支える人々の営みなどを訪ねるという企画で、「下松が育てた鉄道マンたち」の中で私た
ちの「下松べんけい号を愛する会」が訪問されるというものでした。
放送は、平成 24 年 7 月 13 日（金）ＮＨＫ総合夜 8 時 00～8 時 43 分
再放送は、平成 24 年 7 月 14 日（土）ＮＨＫ総合昼 10 時 30～11 時 13 分（共に中国地方向
け）ぜひ、ご覧になってください。
ナビゲーターで、テレビドラマ「相棒」の鑑識米沢さん（六角精児）がこられたのには、びっ
くりしました。六角精児さんは、鉄道模型にもすばらしい知識を持っていらっしゃいました。び
っくりしました。

平成 24 年 6 月 21 日（水） 16:30～20:30 下松工業会館 3F 会議室
１．報告事項
① ＮＨＫの取材への対応（確認）
② 県立博物館 「大鉄道展」7/13～8/26 参加が決定
③ 7 月の PR 展示
7/8～2W 地域交流センター 1F ロビー
7/1～31 徳山駅ビル 支援センター
④「ＳＬ手づくり創作絵本」の公募：「公募ガイド誌」への広告出稿
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
② 県立博物館 「大鉄道展」7/13～8/26 ポスターと記録映像の準備事項
③ 「SL えほんまつり｣の企画
応募作品が少ない場合の対策として、中央図書館から SL 絵本 80 冊を借用展示する
基本構想（タタキ台）の討議
④ 7 月の PR 展示・・・役割分担
7/8～2W 地域交流センター 担当者：栗田
7/1～31 駅ビル 支援センター 担当者：大木
⑤ 子どもスケッチ大会
夏休みまでに実施には、小学校・園側の取組みが、間に合わないおそれも
（特記事項)
18 時から、全員で NHK の取材に対応した。
取材者：俳優の六角精児氏、ディレクター：柿沼 緑氏。
番組：「あいたい」（43 分の旅番組で、年 10 回、中国地方向け)
放送予定：平成 24 年 7 月 13 日（金） ＮＨＫ総合 TV 夜 8 時 00 分～8 時 43 分
再放送：平成 24 年 7 月 14 日（土） ＮＨＫ総合 TV 昼 10 時 30 分～11 時 13 分

◆ ７月定例幹事会
平成 24 年 7 月 25 日（水） 18:00～19:30 ほしらんど
１． 報告事項
① 県立博物館 「大鉄道展」7/13～8/26 ポスターと記録映像
② 7 月の PR 展示
・7/8～2W 地域交流センター
・7/1～31 駅ビル 支援センター
③ 新幹事の紹介
藤川光儀氏（技術・資料化） 会社員、光市在住。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 「SL えほんまつり｣の企画と検討・・・事務局原案を承認
会期：9/21～23
場所：ほしらんど 5A/5B
収容 100 人の部
後援組織：市、市教委、マスコミ各社
協力者：周南エリアの子そだて支援グループ 約 10 団体
出演候補者の検討、依頼文書の発送
② 子どもスケッチ大会
秋以降に開催を延期する

平成 24 年 8 月 22 日（水）
１．報告事項

2F 市民活動室

◆ ８月定例幹事会
18:00～19:30 （一社）下松工業会館
その後 懇親会

3F 会議室

① SL 絵本応募状況
②新幹事候補者の紹介
山根吉子さん
9 月の「まつり｣から参加予定
③「まつり」ポスターとちらし 制作
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 「まつり」広報、プログラム、準備、役割分担について・・・事務局原案を承認
メディアへのリリース発送 近日に
ご出演者とスタッフについて、傷害保険を付保する。
② 「下工弁慶号」の大掃除のすすめかた
塗装、防錆処理について、継続調査・・・技術顧問が担当
③ 新イベント企画：「弁慶号への年賀状」
継続審議・・・特に、回収方法について
④ 懸案事項：「スケッチ大会」
近隣の小学校、幼稚園、保育園に相談する

◆ ９月定例幹事会
平成 24 年 9 月 26 日（水） 18:00～19:30 ほしらんど 2F 市民活動室
１． 報告事項
①「まつり」実施：準備 9/21、公演 9/22～23
②SL 絵本応募報告 3 件
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 「SL えほんまつり」の総括
延べ参加者 スタッフ、出演者、来場者
合計 470 名。
賛助出演：団体・・・多くの団体に賛助出演いただき、感謝感激。
期間内の新入会者： 1 名
幹事による「まとめ＆次回開催時の課題｣
・取組みスケジュールは、1 か月 前倒しする。
・印刷物、広報体制、協力者への連絡、などは、おおむね好評だった。
・イベントとしては、参加者に喜んでいただいて大成功だったが、収入対策を立てなかっ
たので、資金面での課題が残った。
② 12 月企画：「べんけい号」の大掃除のすすめかた
塗装、防錆処理について、継続調査・・・技術顧問が担当
③ 新イベント企画：「弁慶号への年賀状」
継続審議・・・特に、回収方法について
④ 懸案事項：「スケッチ大会」
近隣の小学校、幼稚園、保育園に相談中

◆ １０月定例幹事会
平成 24 年 10 月 26 日（水） 18:00～19:30 （一社）下松工業会館
その後 懇親会
１．報告事項
①新幹事紹介
山根吉子さん 古村敏彦氏（ご両人ともに、イベント企画を担当)
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 「べんけい号の大掃除＆交流懇親会｣
12/上旬に実施
塗装、防錆処理について・・・技術スタッフ。
全会員に DM 告知する（近隣在住者だけでなくて)

3F 会議室

他団体にも呼びかける・・・(社)下松工業会 日立支部ほか
② イベント企画からの提案：１０６歳おめでとう！べんけい号への年賀状」
対象：市内各小学校、保育園、幼稚園
継続検討・・・特に、回収方法について

◆ １１月定例幹事会
平成 24 年 11 月 25 日（水） 18:00～19:30 ほしらんど 2F 市民活動室
１．報告事項
①イベント：「べんけい号への年賀状」
教育委員会の後援 許可された
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
①市主催「生涯楽習フェスタ」への展示参加
12/9 地域交流センターにて：ほしの子ネット補助団体として参加
活動状況、えほん読み（古村さんに依頼）、カートン工作（藤川幹事）。
②「べんけ号」の掃除会＋懇親会
12/8 14 時から実施
塗装：冬季で塗装仕上がりがよくないので、運転席上面だけ。
他団体の参加：「応援する会」から鈴木会長、ほか。
③新イベント企画：「弁慶号への年賀状」
基本企画案 検討(イベント企画 古村幹事）

◆ １２月定例幹事会
平成 24 年 12 月 12 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館 3F 会議
１．報告事項
①12/8 「べんけい号」の掃除会＋懇親会
②12/9 市主催「生涯楽習フェスタ」への展示参加
③「106 さい おめでとう！ べんけい号への年賀状」
回収先：各園と小学校ごと、会の事務局、下松郵便局留め
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。

◆ １月定例幹事会
平成 25 年 1 月 23 日（水） 18:00～19:30 ほしらんど
１．報告事項
①
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
①
②
③

2F 市民活動室

◆ ２月定例幹事会
平成 25 年 2 月 27 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館 3F 会議室
１．報告事項
①
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
①

②
①
②

◆ ３月定例幹事会
平成 25 年 3 月 27 日（水） 18:00～19:30 ほしらんど
１．報告事項
①
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
③
④
⑤

2F 市民活動室

平成２３年度
平成２３年度幹事会
年度幹事会議事録
幹事会議事録
◆ ５月定例幹事会
平成 23 年 5 月 25 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１． 報告事項
特になし
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 会の目的と推進組織
・組織の案
・幹事の役割分担
・今後の幹事候補者
・会合の持ち方：分科会方式
② 会則・会計規程
③ ホームページ開設
サイト、コンテンツでの要望をだす。当面は仮 HP で様子を見る。
④ 商標対策
⑤ 今後のスケジュール
会長選任と組織の公表

◆ ６月定例幹事会
平成 23 年 6 月 22 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
①「べんけいごう」商標出願した。
用途区分は、当面、印刷物（パンフ、書籍、絵本など）と衣料品（シャツ、帽子など）。今、
「下松べんけい号を愛する会」は法人格が無いので出願人になれない。よって事務局長の個人
名とした。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 会の代表者について
経過報告
② ホームページの進捗状況説明
各資料、文書などは、これから、追加編集していく
③ 活動の目的･組織･内容
・目的・・・「会則」に明文化した：発足総会にかけて、最終決定する
・「組織｣とリーダー、スタッフ決定
副会長
六反弘道
事務局長
栗田一郎
会計および監査
徳原英昭（将来は、監査を分離する)
総務・会務
栗田一郎（兼務）
復元･技術(CAD 化推進)
a.製図段階：ｓｓ、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ ｋｔメンバー：河野知敏、水井貴士、ｍｏ
b.復元段階：河野知敏
c.走行段階：kt
H P
橋本暢公
イベント企画 大木孝行
ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 藤井滋人
④ 運営委員会・人材･後援組織の強化対策
⑤ 具体的な活動:何を、どういう優先性で活動するのか

◆ ７月定例幹事会
平成 23 年 7 月 27 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
特になし
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① ホームページの公開対策 （広報・HP リーダー）
・基本的な構成、内容、プロバイダー契約などについて、橋本リーダーの提案を承認した。
・８月末を目処に公開して、一般からのアクセス状況を注視していく。
・文章表現の最終確認：橋本+栗田で詳細チェックして、その後に「公開」する
・会員募集：Web での入会申込方法を確認する。
② 会則関連の「規程」の設定 （事務局）
（目的） 会務の公明円滑な運営と、役員の権利義務を明確にするため。
（追加） 既設の規程は「会計規程」だけだが、今回、次の規程を採択した。
「個人情報保護管理規程」、「個人情報保護に関する公示書」、「ホームページ管理
規程」、「ホームページ広告掲載規程」、「役員職務規程」、「決裁規程」

◆ ８月定例幹事会
平成 23 年 8 月 24 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
①ホームページを公開したので、みなさんよく見ていただきたい。多くの知人にも紹介する。
②会計用の銀行口座を開設した：ゆうちょ銀行、山口銀行の２行。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 活動のための「基金」募集 （事務局）
（提案）当初の個人借入金を原資として、今まで活動してきたが、「基金制度」を作りたい。
基金は、会の活動資金に余裕が出来てきたら返済することを前提にして、幹事から募集する
形にする。会の活動を情報発信して、同時に財政基盤をつくるための最も重要な施策として
行う。
（決定）・会員になることのメリットを成文化すること･･･次月に整理する。
・募集用のちらしを作成すること･･･会の目的、概要、申込欄

◆ ９月定例幹事会
平成 23 年 9 月 28 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
①定例幹事会の開催日：毎月第４水曜日の 18 時からと設定する。会場は下松工業会館（北斗町）
②全幹事が基金に応募した。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 会員加入キャンペーン （事務局）
会員になることのメリットとしては、次のことがあげられる。
･総会に出席して、議決権を行使できる。
･会のイベントなどでグッズを割引価格で購入できる。
･会の広報、DM などが受信できる。

◆ １０月定例幹事会
平成 23 年 10 月 26 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館
１．報告事項

3F 会議室

①幹事全員の名刺を作成 （広報・HP リーダー）
②ゆうちょ銀行に会費振込み用の当座預金を設定した。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 会員加入キャンペーン （事務局）
2012 年 2 月までを、第一期キャンペーン期間として、同窓会、忘年会などの機会を捉えて、
勧誘していく。
② イベント企画関係 （イベント企画リーダー）
次の２件を承認した。
a.「周南元気もの 交流フェスタ」 イベント参加
目的：３市の活動団体の内容を紹介して、情報交流する。
時期：12/4
b.会員募集の「のぼり」制作
上記などのイベント時に使用するもの。ヨコ 600*タテ 1800ｍｍ
２種類。

◆ １１月定例幹事会
平成 23 年 11 月 16 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
①会員加入状況
②ヤマト運輸（クロネｺ）に、グッズ販売（代引き制度）用の口座を設定した。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
①「周南元気もの 交流フェスタ」 への取組み方法
イベント企画リーダーから企画提案されて、了承、役割分担した。

◆ １２月定例幹事会
平成 23 年 12 月 21 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
① 「周南元気もの 交流フェスタ」：初参加であったが、会員登録も多くて、成功であった。
② 商標登録：５月に申請して、12 月に「登録料払込指示」が来た、来年２月頃に権利登録の
見込み。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① イベント企画
（イベント企画リーダーから中間提案）
・来年の企画について、いろいろ考えているので、次月に討議したい。
・→ 検討テーマ：県立博物館関係/新しい手づくり絵本/徳山駅ビル 3F での写真パネルなど
の掲示
上記について、予備的な討論をした。

◆ １月定例幹事会
平成 24 年 1 月 25 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室
１．報告事項
① 「旧海軍練炭製造所」時代の、弁慶号の写真
② 会員募集：幹事の皆さんの注力で、順調に増えてきた。これからの拡大が大変だが、がんば
っていこう。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
今年のイベント企画 （イベント企画リーダーから提案）
① 県立博物館 開館 100 週年記念 「大鉄道展」への参加

企画原案を了承した、近日中に県博に面談して、県博サイドの計画を聞いて、提案する。
② 「下松手づくり絵本の会」との協働企画
目的：新たに「下工弁慶号」を課題とする絵本を公募する。同時に、活動キャラクターも検
討する。
取組：同会の金井代表に、正式に取り組みについてお願いする。
③ 徳山駅ビル 3F（市民活動支援センター）での写真パネルなどの掲示
時期：2/24 ころ～3/末の１か月間
目的：当会の活動内容をアピールする
④ 下松市「桜々フェスタ」
当会の元・幹事であった N 氏による提案であるが、当会と同氏の間には未解決の課題もある
ので、会としては静観する姿勢。

◆ ２月定例幹事会
平成 24 年 2 月 22 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室
１． 報告事項
① 「下工弁慶号を応援する会」との協議結果 （2/1 ｐｍ）
② 「県立博物館 」との面談結果 （2/21 ｐｍ）
100 周年イベント「大鉄道展」への当会の企画提案（２回目の打合せ）について
③ 金井道子氏から大判写真 ３葉 寄贈を受けた
→ホームページに掲載すみ。
「写真展・山口シャンティーの活動に参加して」
：周南市美術博物館にて 2／19 まで開催。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 市民活動支援センター 「ギャラリー」への展示
徳山駅ビル 3F にて、期間：2/25～3/31 まで。
② 県立博 100 周年イベント「大鉄道展」への参加
③ 「下工弁慶号」の技術データ化
昨年、業務委嘱した元幹事の N 氏による制作作業の見通しが全く立たない情勢になってき
たので、別途、新しく技術者を起用・契約する方向で調査検討に入る。
④ 新「下工弁慶号」を課題とする新しい手づくり絵本の全国公募
「下松手づくり絵本の会」金井代表に、正式に提案して、後援していただける方向になった。
⑤ 山口 SL 愛好者ネットワーク（仮称）の設立企画
趣旨：SL 愛好者を横につなぐネットワークで、県内にある SL、ミニ SL の調査や、愛好団
体＆愛好者のデータベース化を目指す。
⑥ その他：「会計規程」に、会務における交通費支給を追補する。

◆ ３月定例幹事会
平成 24 年 3 月 28 日（水） 18:00～19:30 下松工業会館

3F 会議室

１．報告事項
①商標「ベンケイゴウ」登録完了した。
登録者の栗田から →市と当会に商標の使用に関しての「確認書」を出す。
②前月の決定に従い、「会計規程」に会務における交通費支給を追補した。
２．討議事項
次の各項について討議して、下記のとおり承認した。
① 幹事会の人材と体制の充実
アクシデントに耐えられる組織にしていくために、人材の発掘･スカウトを積極的に行う。
② 「下工弁慶号」の技術データ化(CAD 製図）
今後の CAD 製図進行について、UM 氏（新南陽在住）との協議を詰める。
③ 県立博 100 周年イベント「大鉄道展」への参加
DVD 素材の再編集費用の見積について、報告があった。
4/中旬に大木幹事と栗田が県立博を訪問して、具体的な条件を詰める。

④ 「蒸気機関車」（乃至は下工弁慶号）を課題とする創作手づくり絵本の全国公募
募集要項の内容を承認した。下松市、下松市教育委員会ほかに後援を申請した。
手づくり絵本の会殿に負担を掛けないようにして、準備、進行する。
⑤ 「総会」開催の準備
5/13 日曜日に、総会と「交流懇親会」を行う。議事内容と役割分担を協議した。

