平成２9
平成２9 年度
◆平成 2９年

3 月度

定例理事会

平成 30 年 3 月 28 日（水） １８：00～２０：００

ほしらんど下松２F

市民活動室。

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）きらめき財団

助成金額確定

（２）生涯学習振興課との交流会

311,000-。
3/29

18 時～

当会 4 人、先方 2 人。

２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）桜々フェスタイベント取組の件
①当会の参加内容
②準備の役割分担
③当日の集合と役割分担
7:15

集合（～7:45 積み込み作業）

8:00

現地作業開始

運転時刻・・・10:00～14:45
・乗車料金は無料
・スケッチ会は開催しない
（２）今後の SL 運転方針の件
①日立の工場オープンイベントへの参加の可否：無料だが PR はできる
②阿東町桜祭り（来年）の参加の可否：従来方針 15 万円（８万位ならば予算化できる？）
（３）定時総会

対策の件

①動員対策：理事 1 人たり 2 人参加者
②次年度活動方針：体制組み換えできなかったら縮小を明示するか→明示はしない
（４）その他の事項
①当会の「改革」について、自由討論
以上

◆平成 2９年

2 月度

定例理事会

平成 30 年 2 月 28 日（水） １８：00～２０：００

ほしらんど下松２F

市民活動室。

１．報告事項
事務局より次の報告があった。

（１）市長宛の「年賀状コンクール実施報告書｣提出済み。
（２）下松小学校 3 年生への「出前講座」
（3）公式 HP 更改作業に入った（ｂy

2/15 予定→2/22 に実施

徳大講師庄司氏）

（4）年賀状コンクールの「反省」の追記事項
①賞状読上げの声が聞こえない、②副賞は不要、
③式の時間が子供には 1 時間は長すぎるので、30 分を目処にする事（表彰は
30 人）。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。

（１）きらめき財団助成金の決算報告書提出の件（事務局）
実施：昨年.9/30

スターピア下松

藻谷講師による講演とパネルディスカッショ

ン 。
決算：助成金 40 万円の場合、当会の負担金 20 万円。
（２）イベント取組の件(事務局))
①桜々フェスタ

4/1 日曜

9 時～。事務局は市産業観光課。

原案：①親子スケッチ会（テント 1 張）とミニ列車運転
機材積込 7 時、準備 9 時、撤収 16 時。開会 10 時～15 時、前日設営 2 名。
②笠戸島（河津桜）まつり

５/5

昨年 SL 運転、今年の予算が付かない場合は、参加しない。
（３）その他の事項
当会の役員の参加意識（責任感）＆運営方法の改革について（自由討議した）

以上

◆平成 2９年

1 月度

定例理事会

平成 30 年 1 月 24 日（水） １８：00～２０：００

ほしらんど下松２F

市民活動室。

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
①年賀状の応募総数

890 点、前年比

141％。

②徳山大学（地域連携事業部長）との面談調整中。
③公式 HP 更改作業に入った。（一社）下松工業会 HP へのバナー広告は、4/1～来年度末。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）下松小学校 3 年生への「出前講座」企画の件
2/15 同校体育館にて、123 人。ふるさと学習の一環として実施。
内容

：従来のメニュー：紙芝居、下松べんけい号の歴史、当会の活動。
新規の提案：ミニべんけい号の運転体験会を追加
→

1 クラス 14 人、4 クラス合計 56 名を選抜する方向で実施

（２）年賀状コンクール
1/28 日曜

表彰式の取組の件

14 時～

①集合 10 時、～設営～弁当１１半、ｽﾀｯﾌ 12 半、開場 13:30、開会 14：00。
②準備状況

作品、横断幕と POP、

③役割分担

賞状・感謝状・副賞・POP：事務局、ほか別紙参照。

（３）その他の事項
①理事会終了後に、表彰式リハーサルを実施。
②7 月親子の日イベント
以上

◆平成 2９年
平成 29 年 12 月 13 日（水）

1２月度

定例理事会

１８：45～19：15

とくそう会館会議室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
①今年のミニ列車営業のまとめ。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）年賀状コンクールの取り組みの件
①全体指揮の担当者（役割分担、スクジュール管理）：事務局＆古村
②応募票・ちらし配布

済み。

③回収日

1/12。

④表彰式

1/28 日曜 14 時～。来賓３人。

（２）徳山大学（地域連携事業）との協働の件
①ボランティアスタッフ公募する。
②対象イベントは、ミニ列車営業運転。
③学生への投げかけ方を工夫する。
（３）事業企画会議の統合の件
出席メンバーが同じだから、会議の効率化のために、理事会に統合する。
（４）その他の事項
理事会終了後に、年末懇親会を開催した。
以上

◆平成 2９年

11 月度 定例理事会

平成 29 年 11 月 29 日（水） １８：45～２０：００

ほしらんど下松２F

市民活動室。

１．報告事項
事務局より次の報告があった。

（１）ミニ列車運転
（２）スケッチ会

11/3、5＆26。
表彰式

11/12

２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。

（１）ミニ列車イベント運転の実施総括の件(事務局＆林理事）
①収支実績(事務局)
②実施における課題（林理事）・・・会の PR、募金が集まらない。
（２）年賀状コンクールの取り組みの件(事務局)
全体指揮の担当者：事務局＆古村理事
表彰式

1/28 日曜

14 時～

（３）徳山大学（地域連携事業）との協働の件(事務局)
ボランティアスタッフ募集を掲示して、反応をみる。

以上

◆平成 2９年

1０月度

定例理事会

平成 29 年 10 月 25 日（水） １８：45～２1：3０

ほしらんど下松２F

市民活動室。

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）ミニ列車営業
9/16 周南 JCI まつり及び 10/15 中央公民館まつりはいずれも雨天のため中止。
（２）参考情報
SL 修復番組（TV 番組：ガイアの夜明け）･･･BS ジャパンで 10/27 再放送
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）「講演会＆パネルディスカッション」の事後フォローの件
①活動方針見直しの要否（理事長）
②情報発信・広報の改善
・HP の更新対策、SNS 発信の対策（事務局）
③本気の再復元への基本方針（理事長）
④各理事の役割分担・責任の確認（事務局）
（２）ミニ列車営業運転の役割分担の件
①11/3 周南コンベンション協会
・会場：JR 徳山駅構内

南北自由通路

・現時点の参加者の確認
・指揮者の確認
・重点取組：会の PR、会員と寄付の勧誘
・積込みチェック者：準備品は別紙とロールパネル、各種配布物
②11/5 熊毛支所祭
・現時点の参加者の確認
・指揮者の確認
・準備品：積込みチェック表の通り
③11/26

広島宮島 SA ガーデン

下松サービスエリア

・現時点の参加者の確認
・指揮者の確認
・準備品：積込みチェック表の通り

（３）年賀状コンクール取組の件
・全体指揮の担当者（役割分担を決めて、スケジュール管理する）
・表彰式の企画＆推進者

以上

◆平成 2９年
平成２９年９月１３日（水）

９月度

定例理事会

１８：４５～２０：００

ほしらんど下松２F

交流室４

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）ミニ列車走行
・9/16 周南 JCI まつり

恋路スポーツ公園グラウンド

・10/14

末武公民館まつり

・10/15

中央公民館まつり

・11/3 徳山港まつり
・11/26

林理事だけなので参加を断る。

JR 南北通路

下松サービスエリア下り線

10 時～15 時 集合 9 時

２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）「講演会＆パネルディスカッション」取組の件
①役割分担した準備品等の報告
②当日の役割分担の確認
③チラシ配布
・9/16

雨天時は 14 時からモール中央口で

その後スポーツ公園体育館

・9/19

8 時から市役所前

・9/20

日立笠戸事業所･･･事前に許可の確認をとる

・ダイレクトメールをライオンズクラブ、市議会議員、観光協会員、商工会議所
会員に送付する。
（２）ミニ列車運転の役割分担の件
①9/16 JCI
・13 時格納庫、14 時現地集合
・チェックリスト表に従い荷物の積み込み
・先着 50 名は無料。以降は有料。
・チェックリスト表以外に会員募集・寄付金・講演会のチラシを準備する
②10/15

中央公民館まつり
以上

◆平成 2９年
平成２９年８月９日（水）

８月度

定例理事会

１８：４５～２０：００

ほしらんど下松２F

交流室６

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）下松親子の日フェスタ取組
7/22～23、暑い中をありがとうございました。
（２）ミニ EL 機の今後の走行予定
・9/16 周南 JCI まつり（恋路運動公園）決定、4 万円+税
（9/30 のモール内は、意義が薄いので削除）
・10/15

中央公民館まつり

参加の方向で進めている。
（３）会議への出席
今日の会議は「講演会＆パネルディスカッション」を控え、重要である。にもかかわら
ず欠席者が多い。もっと自覚し行動していただきたい。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）フェスタ総括および来年度の開催企画の件（事務局）
7/26 事業企画会議での総括と提案

別紙議事録参照

① 総括
② 来年の企画

本会場での企画内容→5A 室で、工作、紙芝居、手品、バルーンなど。

ミニ列車運転は:、図書館東側の会場を試験する（10/15 に）
（２）「講演会＆パネルディスカッション」の進捗状況の件（事務局）
①パネラー5 人について、8 月理事会で正式決定する。
③ パネルディスカッション
④

コーディネーター：船崎氏→藻谷講師に続投了承。

④司会人選：候補者＝谷左恵子(周南 FM パーソナリティー)。

⑤ 入場整理券を出すこと。入場できない人への対策で、別室にモニターTV は、設備なし。
⑥ その他：ポスター原案

遠藤氏。当日の記録録画 7/10 村田幸一氏。
以上

◆平成 2９年
平成２９年７月１３（水）

７月度

定例理事会

１８：４５～２０：００

ほしらんど下松 1F

工作室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）ミニ SL コッペル運転研修
7/2

13～16 時に実施。参加者は大木、林、秋本、栗田、Staff 田原氏

詳細は討議（２）に記載
（２）下松親子の日フェスタちらし配布
7/12、13 に配布した。大木、栗田、国弘
（３）9/2 下松市映画祭（笠戸島）

ミニ運転は無し、当日スタッフの応援依頼あり

（４）以降のミニの運転予定
・9/16 周南 JCI まつり（恋路運動公園）ほぼ決定
・9/30 モール内

未定。

２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）「講演会＆パネルディスカッション」の進捗状況の件（事務局）
①7/５磯部氏+総務課小林主任に挨拶：慎重意見、「日立にどのようなメリットが？」
②観光部長

永田氏→7/8

③6/28 観光協会

H 実行委委員長の根回し：その感触？

弘中会長：「ゆっくりやろう」（機が熟すのを待て）
→商工会議所、RC/LC に挨拶

④鋼鈑・新笠戸ドッグ

⑤コーディネーター船崎美智子氏に、確認、7/6。
⑥その他：ポスター原案

遠藤氏。当日の記録録画 7/10 村田幸一氏。

（２）SL コッペル機の運転ノウハウの確立の件
①今後の未確定予定

（林リーダー）

7/23 フェスタ、9/16JCI ほぼ確定。

②「運転・起動・保守ノウハウ書」の説明
（３）7/23 下松親子の日フェスタ

詳細について

分担、時間割について討議した。
以上

◆平成 2９年
平成２９年６月１４（水）

６月度

定例理事会

１８：４５～２０：3０

ほしらんど下松 1F

交流室１

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）7/23 下松親子の日フェスタ
ミニ SL、EL の運転予定 10～15 時
（２）以降のミニ運転予定、
・9/2 下松市映画祭（笠戸島）
・9/16 周南 JCI まつり（恋路運動公園）
・9/30 モール内
・10 月高速道下松 SA 顧客：広電宮島。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）「講演会＆パネルディスカッション」進捗状況の件（事務局）
①基本資料

別紙参照→各団体に働きかけ→実行委員会結成に向けて

②実行委委員長の人選対策、日立対策、商工会議所対策
③行政対策：6/9 市長、経済部長
（２）今後の運転予定と SL コッペル機の運転ノウハウの確立の件（林リーダー、大木理事長）
①今後の未確定予定
報告事項の（２）に記す
②試験運転
・開催日

7/2

13 時～

・場所

切山倉庫付近

（３）ＨＰの記事更新対策の件（事務局）
・昨年 11 月から停止状態：抜本対策が必要
有償メンテについても討議した。
以上

◆平成 2９年
平成２９年５月１０（水）

５月度

定例理事会

１８：４５～２1：3０

ほしらんど下松 1F

交流室３

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）4/23 高速道サービスエリアでミニ EL 機運転
10～16 時、乗車

人、

（２）5/3 笠戸島まつり
ミニ EL 機運転
（３）きらめき財団

10～15 時、乗車 600 人

助成決定

「鉄道産業：講演会＆パネルディスカッション」
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）「講演会＆パネルディスカッション」の展開方法（レベリング）の件（事務局）
①基本構想

別紙参照→各団体に働きかけ→実行委員会

毎月第 4 水曜の夜（事業 PJ）

②役割分担：1 人 1 役
（２）SL コッペル機運転ノウハウの確立の件

（林リーダー、大木理事長）

①試験運転時間、場所
（３）定時総会準備資料の件（事務局）
①別紙
②リハーサル
以上

◆平成 2９年
平成２９年４月１２日（水）

４月度

定例理事会

１８：４５～２０：１０

ほしらんど下松２F

和室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）桜々フェスタに参加
4/2（日） 9 時～16 時に開催され、当会は EL 走行他を実施した。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１） 来年度桜々フェスタ取組み改善の件
① 役割分担
ＡＭ/ＰＭシフト替え
②収益対策
（２）定時総会資料（案）の件
詳細別紙
（３）「鉄道産業の街

下松」講演会/パネルディスカッションの件

別紙で意思統一する。
以上

平成２８年度
◆平成 28 年
平成２９年３月８日（水）

３月度

１８：４５～２１：００

定例理事会
ほしらんど下松２F

和室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）出前講座
3/5（日）11～12 時

母子寡婦福祉会の 15 人。ほしらんど下松で。

（２）3/5 日立英国向け車両陸送イベントに協賛：「べんけい号特別公開」
駐車場及び歩行者に 700～800 枚のチラシを配布した。
べんけい号広場へは奈良、広島等からも見学に来られた。
（３）永田氏主宰の交流会
3/13（月）18 時からの交流会に、当会からも参加する。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）4/2 桜々フェスタ取組の件
①役割分担
ミニＥＬ機走行、べんけい号展示、スケッチ会の担当を決めた。
②細目
3/22 の事業会議で決める。
（２）事業費増収対策の件
①ミニＥＬイベント運転の相手先へのＰＲ→各公民館祭、住宅展示場へのＤＭ
②県内ミニＳＬ所有者への参加要請
（３）「鉄道産業の街

下松」実行委仕掛け作りの件

①各団体への挨拶文書
②商工会（文化観光部長）面談済み
③他の団体への役割分担
（４）ＳＬ製作チームの発足の件
①エンジン式機関車の分解・メンテ・組立
②直線線路の自製（材料手配、加工、走行試験）
③ＳＬの組立
以上

◆平成 28 年
平成２９年２月８日（水）

２月度

１８：４５～２１：００

定例理事会
ほしらんど下松２F

市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）第５回年賀状コンクール
各学園の応募実績と来年の対応案
（２）桜々フェスタ
4/2（日）開催される。当会も参加の予定。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）年賀状コンクール（第 5 回）取組み反省の件
①各位の意見集約状況報告：詳細別紙
②討論
（２）「出前講座」の各学園への開催提案の件
市内小学校へは全校へ案内文を送付した。
（３）役員自主研修会のフォローと課題担当者の件
先月に引続き報告・協議した。
以上

◆平成 28 年
平成２９年１月１１日（火）

１月度

定例理事会

１８：４５～２０：３０

ほしらんど下松２F

交流室６

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）第五回年賀状コンクール
1/29 の表彰式で最優秀賞５点授与のため次の方が出席される。
市長（代行：教育長）、市議会議長、教育長、文化協会長、当会の理事長
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）

第五回年賀状コンクール表彰式取組み確認の件
①当日の進行計画

･･･

詳細は「年賀状コンクール表彰式の段取りと役割分担」に記載

・役員 11 時に集合し会場準備
・14 時から表彰式と記念集合写真
・14 時 45 分から「親子工作」開催
②準備作業

･･･

詳細別紙

・式次第、司会者用原稿、名札等事前準備について確認した。
（２）役員自主研修会のフォローと課題担当者の件
先月に引続き下記事項について協議した。
①担当：栗田

＝県内ミニ SL 所有者のリスト化→連絡を取れるリスト

②担当：大木

＝ミニ ELSL 定期運転＆相手先への PR→公民館祭り、住宅展示場などを

リストアップし、DM を送る準備
③本機復活とミニ運転：2017～2020 年めどに、「会の存続」をかけて取り組む
④支援者・スタッフをふやす：1 人が 1 人をヘッドハントする、2 月までに
⑤担当：古村

＝観光の経済効果について、当会の「仮説」を立てる

⑥担当：事務局＝市長・議会・学校（大学・下工）対策
⑦担当：鎌田

＝署名運動の仕掛け方、チラシ文案作
以上

◆平成 28 年
平成２８年１２月１３日（火）

１２月度

定例理事会

１８：４５～２０：００

ほしらんど下松２F

市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）下松工業高校「下工祭」
11/19（土）10～14 時にパネルとＳＬを展示した。
（２）第五回年賀状コンクール
市長賞、市議会議長賞、教育長賞、文化協会長賞、べんけい号愛する会理事長賞
の最優秀賞５点が決定した。
また上記４者とマスメディアの後援も決まった。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）第五回年賀状コンクール取組み確認の件
①担当マネージャー

：

事務局

②進行状況
・印刷、裁断

：

12/8 と 12/13

・仕分、封筒宛名書き

：

12/13

・配布

：

12/14

③回収

：

1/13

④選考会議

：

1/17

⑤表彰式、展示

：

1/29

展示はほしらんど、スターピア

（２）役員自主研修会のフォローと課題担当者の件
重要事項を摘出し、対応担当＆方針を決めた。
①担当：栗田

＝県内ミニ SL 所有者のリスト化→連絡を取る

②担当：大木

＝ミニ ELSL 定期運転＆相手先への PR→公民館祭り、住宅展示場など

をリストアップ、DM を送る
③本機復活とミニ運転：2017～2020 年めどに、
「会の存続」をかけて取り組む
④支援者・スタッフをふやす：1 人が 1 人をヘッドハントする、2 月までに
⑤担当：古村

＝観光の経済効果について、当会の「仮説」を立てる

⑥担当：事務局＝市長・議会・学校（大学・下工）対策
⑦担当：鎌田

＝署名運動の仕掛け方、チラシ文案作
以上

◆平成 28 年
平成 28 年 1１月 8 日（火）

1１月度

18:45～2０:00

定例理事会

ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）11/6 日曜
（２）11/6

10:00～12:00､

12：30～15：30

クラウドファンド研修会。

当会の「原点」意見交換と今後の活動展開の自主研修。

（３）ELSL 線路敷設＆安定性試験：11/12

土曜、8：30～14:00。

２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）クラウドファンドへの対応方針の件
①研修講師：船崎美智子氏＋杉山みわ氏（きらめき財団の講師派遣事業）、役員 7
人。
②内容報告：別紙参照。
③対当会の対応方針（討議結果）
寄付金募集は今後も継続するが､クラウドの手法はメリットが無いので､採用しな
い。
（２）役員自主研修会

意識の共有化の件

テーマ：当会のミッション/将来ビジョンは何か？についてフリー討論した。
①サブテーマ宿題：各自の意見を箇条書きにして持参する。
・当会に市民が求めていることは何か？
・将来、何が出来たら、楽しい会になるのか？
・「復元ミニ SL 機の製作」をどうすすめるのか？
・本機の復元走行をどう仕掛けるのか？
②討論の進行： 「発言カード」に書いて、分類整理した。
③発言と共有化：別途報告済のとおり。整理した大判用紙は、キャビネットに保管
在中。
④重要事項を摘出して、対応方針を整理した。
ⅰ）県内ミニ SL 運転者との協働化→リスト化して、連絡を取る。
ⅱ）ミニ ELSL 定期運転＆相手先への PR→公民館祭、住宅展示場などをリスト、
DM 送る。
ⅲ）本機復活とミニ機運転：当面は 2 正面作戦になるが、2017～2020 年めど
に、「会の存続意味」がかかっている。
ⅳ）支援者・スタッフをふやす：1 人が 1 人をヘッドハントする、2 月までに。

ⅴ）観光の経済効果について：当会の「仮説」を立てる。
ⅵ）市長・議会・学校対策：11/19「下工祭」に参加して、イベントスタッフを
募集する。
ⅶ）署名運動の仕掛け方：今後の検討課題として考える。
（３）「下工祭」取組みの件 11/19

土曜日

10:00～14:00。

パネル展示とボランティアスタッフ募集して、反応をみる。
（４）年賀状コンクール（第 5 回）取組みの件時間が無くて、討議できなかった。
３．その他の事項：
①交流忘年会

12/3 土曜日、18 時～、ほしらんどくだまつ。￥2500-。

②理事＋有志の「ELSL 作業日」：大木理事長指定。
③次月定例理事会：12/13（火）18：45～。
④次月事業 PJ 会議：12/20（火）
。
以上

◆平成 28 年 10 月度 定例理事会
平成 28 年 10 月 18 日（火）

18:45～21:00 ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）10/9 竹中清氏（下工元校長、大口寄付者）ご逝去
理事長、事務局長が通夜に参列。ご家族からお礼の電話があった。
（２）10/11 きらめき財団活動団体表彰式場で理事長（村岡知事）へ陳情
受賞式に理事長と事務局長が出席し、村岡知事に当会の概要書等を提出した。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）クラウドファンディング研修会の件
①日時・会場：11/6（日） 10～12 時 ほしらんど下松交流室３
②講師

：舟崎美智子氏＋山口 NPO の実務者

③対象者

：当会役員、市議有志

（２）役員自主研修会への意見提出の件
①日時・会場：11/6（日） 13～16 時 ほしらんど下松交流室３
②テーマ

：当会のミッション、将来ビジョンはなにか

具体的テーマは下記の通り
・当会に市民が求めているものは何か
・将来、何ができたら楽しい会になるのか
・「復元ミニＳＬ機製作」をどう進めるのか
・本機の復元走行をどう仕掛けるのか
（３）下期活動に向けての組織見直し
・３つのプロジェクト制とし、役員は２つを兼務する。
・プロジェクトは①ミニ機運転、②復元技術、③事業企画の３PJ とする。
・ホームページは林理事（メンテ委託：橋本顧問）が担当する。
（４）第五回年賀状コンクール取組みの件
①前回との変更すべき事項
②担当
（５）当会規程新設（冠婚葬祭）について

以上

◆平成 28 年
平成 28 年 9 月 13 日（火）

9 月度

定例理事会

18:45～20:40 ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）きらめき財団活動団体の理事長賞（村岡知事）受賞と、この機会活用の件
10/11（火）に受賞式が行われる。理事長と事務局長が出席予定。
（２）観光協会主催「下松総おどり」不参加の件
9/24 に開催されるが、参加スタッフ等を考慮し、参加しない。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）9/11 周南青年会議所（下松開発事業）の活動総括の件
①全体状況、出店状況、運転状況、乗車者
②当日の問題点の整理
③今後の対策など
（２）商標権「べんけい号」の当会への権利譲渡の件
出願：H23.6、

登録：H24.2

現状：個人名義を当会に有償移動する事の提案
①出願時の経緯：商標権出願時点において、当会は任意団体であり、権利出願でき
なかった。よって、個人名義で出願、登録した→「商標使用確認書」H24.3.
②経費明細：別紙
３．その他
（１）ミニ SL 運行と「旅客営業法」上の考え方
（２）市議会議員対策の進め方
（３）クラウドファンディング研修会について。

以上

◆平成 28 年
平成 28 年 8 月 9 日（火）

8 月度

18:45～21:30

定例理事会

ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）
「くだまつ親子の日フェスタ」の報告
7/24 にほしらんど下松とグリーン広場で開催され、当会関連の結果は下記の通り。
・スケッチ参加
・SL 乗車
・かき氷売上

70 点
150 人
7000 円

（２）
「県紙芝居フェスタくだまつ」の件
8/20 の 10 時 20 分から、ザ・モール周南で開催される。
上演は古村一味さんにお願いする。
大木理事長と栗田事務局長が準備等行う。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）
「くだまつ親子の日フェスタ」活動総括と対策の件
①当日の問題点の整理②問題点への対策
（２）周南青年会議所主催フェスタ「星ふるまちくだまつ～ぼくがつなげるもの」参加の
件
JC からフェスタへの参加要請があった。
7/29 が締切なので三役で相談し、参加を仮予約した。
フェスタ詳細は下記の通り。
①目的：下松の企業ブースへの展示販売とミニＥＬ機、ＳＬ機の運転。参加は子供
中心。
②日時・会場：9 月 11 日（日）
、
下松スポーツ公園グラウンド搬入は 11 時からで、ミニＥＬ機、ＳＬ機の運転は
黄昏時まで。
③条件：ミニＥＬ機、ＳＬ機走行は請負料をいただく。
④備品申請：長机 3 本、椅子 20 脚、コンセント 1 口
（３）H29 年度中央公民館祭への参加の件
今年度は参加の打診がなかったが、H29 年度への対応について審議した。
（４）観光協会主催「下松総おどり」への参加の件
9/24 にザ・モール周南で開催される。参加については次月の理事会で審議する。
以上

◆平成 28 年
平成 28 年 7 月 12 日（火）

７月度

定例理事会

18:45～20:00 ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）SL の S6 機またはコッペル機による運転研修
3 回目以降の予定：7/16、7/31、8/20 山口短期大学内にて。
（２）7/8 親子の日フェスタ準備会議の報告（大木理事長）
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）7/24 親子フェスタ取組み対策の件（事務局提案）
①当日の全体指示
②線路敷設工程の対策
③集客対策
④人員シフト
（２）今後の EL 機の運転者養成（公募）の件（事務局提案）
①目的：こどもたちの参加意識を高める、また広報効果を狙う。課題は安全対策。
②養成方法：運転研修して、一定時間/一定技能に達したら「運転免許」を出す。
線路敷設も含む。
③方針決定：当面はまず理事自身の技術習得に注力する。その後、会員等から公募
する。
（３）イベントマネジャー制の導入の件（事務局提案）
事務局提案したが、合意に至らず、継続検討することにした。

以上

◆平成 28 年
平成 28 年 6 月 14 日（火）

6 月度

定例理事会

18:45～21:20 ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）コッペル機の走行テスト
一回目を 6/19（日）9 時から 15 時まで山口短期大学で開催されるオープンキャン
パスに参加し実施する。
二回目は 7/2（土）に市役所グリーン広場で実施する。
（２）「原秀顕氏を囲む食事会」5/28 に開催した。参加者 9 名。
（３）観光協会

定時総会の報告 5/30（月）開催され、大木理事長が出席。

（４）くだまつ親子の日フェスタ準備会議 6/7（火）開催され、大木理事長が出席。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）定時総会の総括の件①配布資料・事前準備②議事進行③総会後の臨時理事会開催につ
いて
（２）110 周年イベントの組織化の件
①5/25 国井新市長への提案事項（4/17 事業 PJ では承認済み）の説明と理事会議
決
②組織化に向けての対策
（３）ＥＬ機、コッペル機走行テストの件 6/19（日）、7/2（土）の詳細計画と役割分担
（４）くだまつ親子の日フェスタの件イベント内容の具体化と役割分担
（５）復元ＰＪの進め方について
以上

◆平成 28 年
平成 28 年 5 月 28 日（土）

11:30～

5 月度

臨時理事会

ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）5/28 定時総会の終了。
総会後から小川、浅川の両氏を理事に迎える事になった。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）新役員の役割分担と新組織の件（事務局）
新役員の役割分担新組織・・・別紙参照（4 月度理事会で審議すみ）
以上

◆平成 28 年
平成 28 年 5 月 10 日（火）

5 月度

定例理事会

18:45～21:40 ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）復元ミニモデル機 2 回目の走行テスト
4/24 の 9 時半から 15 時までグリーンプラザで実施した。線路敷設の効率化と、
凹凸路面対策が必要であることが分かった。
（２）「S6 機」駆動実習
山口短期大学所有の「S6 機」駆動実習を 5/5（木）防府市で実施した。燃料は LPG。
（３）「原秀顕氏を囲む食事会」の案内
5/28 の 11 時半～14 時、「割烹はらだ」で開催予定。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）定時総会の議事の件
議事リハーサルを行った。
（２）定時総会後の臨時理事会開催の件
①日時：5/28

総会後の 11 時から 11 時 20 分まで市民活動室にて開催する。

②議題：各理事の役割分担および新組織
（３）H28 年度会員拡大＆寄付金公募の件
①会員拡大：各理事の家族友人から開始し、1 人３人を目標とする。
H28 年度会費未納者に担当理事が自筆 DM 送付する。
②寄附金公募
（４）会の規程見直しの件
交通費を見直した。
以上

◆平成 28 年
平成 28 年 4 月 12 日（火）

4 月度

定例理事会

18:45～20:45 ほしらんど

くだまつ 2F 市民活動室

１．報告事項
事務局より次の報告があった。
（１）桜々フェスタ開催 EL 機 2 回目走行試験
4/3（日）に開催され当会はミニモデル機４機の展示と、饅頭焼きを販売した。
（２）ミニＥＬ機走行テスト
2 回目の走行テストを 4/24（日）に市役所グリーン広場で実施する。
中央保育園の園児を招待し、写真撮影を行う。
（３）「山口きらめき財団」主催イベントに協力参加
4/29 にきらめき財団および「周南地域県民活動推進委員実行委員会」主催でイ
ベント「掘って・炊いて・食べて」に協力参加する。開催場所は悠遊庵で、時間の
ある役員は参加のこと。
（４）5/28 開催定時総会の件
4/4 に総会資料を印刷・封書化し 4/7 にゆうメール便で投函した。
２．討議事項
次の事項について討議し、承認した。
（１）山口短大への社会人学生派遣の件
ＳＬ機製作のためにはコッペル機の利用は必須事項であり、同校の申し出に積極的
に乗ることを承認した。
（２）復元ＰＪのＳＬ機製作組織体制の件
①藤川リーダーの転勤に伴う新組織
②取組方法
ＣＡＤ仕上げ方針とＳＬ機製作の取組み
（３）総会議案書確認の件
総会資料を全員で確認し、次回理事会でリハーサルを行う。
（４）H28 年度会員拡大＆寄付金公募の件
新年度対策を協議した。
以上

