平成 29 年度菩提寺まちづくり協議会総会議事録
日時：
場所：

平成 29 年 4 月 30 日（日） 13：30～15：50
菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール

記録者：2017.05.05 日高博憲

１.出席者
「来賓」：
湖南市長谷畑英吾様、湖南市議会議員松山克子・植中都・鵜飼八千子・粟津寛三・菅沼利紀様、
菩提寺小学校長松浦加代子様、菩提寺北小学校教頭澤由美子様、
菩提寺消防団第１１班班長伊地知克文様、甲賀警察菩提寺警察官駐在所小林哲也様
市役所関係：総合政策部下村常明部長様・水谷剛理事様・伊藤浩一次長様・
森村政生地域創生推進課長様・今村典生地域創生推進課長補佐様
「代議員」
：
（氏名）；委任状の出席者
・菩提寺区；眞野常雄・廣嶋修一郎・鵜飼清・萩原明則・萩原和富様（後藤勝治様）
・みどりの村区；中林政綱・福島昭・青山憲一・江元勇太・井上勇興様
・イワタニランド区；林信幸・平澤俊彦・清水美香様（大谷美幸・中村和裕様）
・三上台区；井上光生・黒川孝志・長瀬知之・袖口哲也・風呂井安子様
・北山台区；浅井長実・西久保公成・日高博憲・湯浅龍一・田中実・橋本富士雄様
・近江台区；茅原順行、松本高治、（山元 義治、大和佳代子、軽墓徳子、森松保）
・サイドタウン区；圓山三郎・竹内美来・柴田英樹様（西本 正子・池田勝彦様）
「まち協役員」：
木ノ下会長、中野副会長、永田事務局長、川上新事務局長、藤原福祉安全・田中文化芸術・
保田地域活性化・浅井新地域活性化・東良子供育成委員長、
松本近江台・片伯部サイドタウン・廣嶋菩提寺区長、桒名・中村新会計、中林監事、鵜飼新監事、

２．平成２９年度菩提寺まちづくり協議会総会次第＆議案審議結果
1）開会の辞

司会 川上事務局長

2）会長挨拶
会長 木ノ下 良三
ゴールデンウイークの最中、またお忙しい中、ご臨席いただいた来賓の皆様・ご出席いただい
た代議員の皆様には厚くお礼申し上げます。
昨年５月２２日に平成２８年度の総会を開催し、新会長として菩提寺まちづくり協議会の活動
を行ってきました。皆様のご理解ご協力を得て１年間の事業を完結いたしました。
反省しなければならないことが多々ありますが、今日こうして総会報告を行うことが出来まし
た。後ほど平成２９年度の会長方針で申し上げますが、一歩前へ進めたかと問われますと、後退
はしなかったが進めもできなかったと云う思いです。一生懸命活動をしていただいている運営委
員の方々へは申し訳ないことです。
まちづくり協議会のまちづくりとしての立ち位置に、任意参加の団体だとの意見もいただいて
いますが、しかし課せられたまちづくりへの使命はそれとは違っています。住民の方々の自主参
加を頂き、悩みながらもがきながらも一歩前へ進めたいと思います。
平成２９年度からは子ども育成委員会が発足いたし、一緒に活動いたします。サポートよろし
くお願いいたします。
最後に代議員の皆様へ本日の議案へのご審議のほどお願い申し上げ、挨拶といたします。
3）来賓祝辞

湖南市市長 谷畑英吾様

今こちらへ来る前に水戸学区まちづくり協議会の団地まつりに参加してまいりました。晴れや
かな空の下団地の子ども達が出て盛大に開催されていました。また、それぞれの地域ごとに様々
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な催しが行われています。菩提寺まちづくり協議会でも、これまでにもまちづくりにご協力賜り
ましたことに心より敬意を表しますとともに感謝を申し上げます。
今日家を出てくる前に玄関に置いてある水槽を覗きますとカブト虫の幼虫が少し大きくなって
いました。去年まち協で買わせていただいたカブト虫がたくさんの卵を産みました。色々なとこ
ろでつながりが出来るのがまちづくりだと思います。先ほど木ノ下会長が言われたように難しさ
もありますがまちづくりの楽しさもあると思います。
昨日の大きなインパクトとして北朝鮮の問題がありました。特にミサイルの発射という事があ
りまして、市として国民保護の観点から取り組みを進めさせて頂いておりますが、今のところ在
韓米軍の家庭の避難がないという事でそういったところを勘案いたしましてアメリカ軍の動きか
らそう大きくないだろうと認識させていただいております。そういう観点から市としまして、ま
だ十分に市民の皆様に危機をあおることの状況ではないと考えています。
その一方で昨日ミサイル発射の一報によりまして東京メトロは一斉に停止をしたというところ
でございます。これは何かと言いますと、おそらくミサイル攻撃があった時は東京の地下街がシ
ェルターになるという事だろうと予測しております。台風災害やこれから予想されます地震災害
において地域でつながりを持ちながら支えが出来る、そういうまちが強靭性のある街だと考えて
おりまして、この街づくり協議会の取組みにつきましてもそういった方向についても力を入れて
頂けるとありがたいと考えております。
そして一昨年からこのまちづくりセンターとそしてコミュニティセンターについても菩提寺ま
ち協さんに指定管理をお願いしていただいています。このセンターを核といたしまして地域のつ
ながりを作る際には使い勝手の良い形でご利用いただければありがたいと考えているところであ
ります。また菩提寺学区には二つの小学校を抱えて頂いており、その大きな学区という豊富な自
然や伝統を生かしながらまちづくりを進めていただきたいと思っております。
昨年は菩提寺周辺散策路整備事業、土曜日事業や認知症徘徊保護訓練の取組みを通じまして住
民同士のつながりがより強固なものになったと考えております。今後とも様々な人たちが教育文
化・健康福祉・産業振興・多文化共生等のあらゆる分野に参画していただき、皆さん自身が考え
て実行するまちづくりを進めて頂ければありがたいと考えております。
また今年度からはきらめき湖南という取り組みから変えまして地域活性化推進モデル事業とし
ての交付金制度を作らせていただきました。このまちづくり協議会の存在をイベント等を通じな
がら地域の皆さんに知っていただくきらめき湖南から、今年度から特色ある地域づくりをより一
層進めていただくための第２ステージとしてコミュニティビジネスの推進や地域課題の取組みや
持続可能な組織作りのために、それぞれのメニューを提供させていただきその地域らしいまちづ
くりに対して安定した資金をお示しいたしました。
これから中長期的にどうしていこうという事を考えていただき、そのための人材をどのように
発掘をしながら参画を促していくことを市と一緒になって考えていただき、活気あるまちづくり
に努めて頂けるとありがたいと思っているところであります。今日も担当の職員が来ていますが、
市の各部局と連携を取っていただき、この街づくり担当職員を十分にアドバイザーとして活用し
てスタッフと一緒にまちづくりを進めて頂けるとありがたいところであります。
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結びに当たり菩提寺まちづくり協議会のさらなるご活躍と皆様のご健康ご多幸を祈念いたしまし
てお祝いのご挨拶とさせていただきます。
(出来るだけ割愛せずに記載させていただきました)

4）来賓紹介

司会 川上事務局長

１項で表記した「来賓」の方を司会者より紹介。
5）総会成立宣言

司会

代議員総数４１名

川上事務局長

出席者２９名 委任状９名 ３８名の出席で総会の成立を宣言。

本日の議案書に間違い、漏れがありますので各訂正内容を申し上げますので訂正をお願いします。
①P-12；H28 年度会計監査報告 において
H27 年度菩提寺まちづくり協議会の事業→H28 年度に訂正
②P-14；菩提寺まちづくり協議会会長方針 において
議案ナンバーが抜けている→第 5 号議案

を追記する

③P-26；菩提寺まちづくりセンター収支計画書 において
収入の部

予算 前年度繰越金の金額が間違っている

505,789→861,572

に訂正する

それに伴い支出の部

予算

予備費 631,289→987,072 になる

配布した訂正案内の裏面資料と差し替えをお願いします。
6）議長選任、書記および議事録署名人の任命

司会 川上事務局長

議長に三上台区；井上光生氏、書記に北山台区；日高博憲氏を推薦し委員の承認
議事録署名人 圓山三郎サイドタウン自治会長、平澤俊彦イワタニランド自治会長
お願い事項として携帯のマナーモードへの切り替えと、議論の正確性を記録するために録音を取り
ますので承認をお願いします。
議長・書記が登壇、
議長の挨拶：私はまち協の活動に参加して９年目に入ります。今後は若い人の入会を推進し、活気
あるまち協にしていきたいと思います。本総会は活発な意見をお願いし実りある総会にしたく審議
の進行に協力をお願いします。
7）議事

平成２８年度議案

議長：議事に入ります。第 1 号議案

Ｈ28 年度事業報告・会計報告、第 2 号議案平成２８年度決

算報告、第３号議案 会計監査報告まで一括して報告いただきます。報告の後、質疑を行い質問・
意見を頂き一括して採決します。
7-1）第１号議案

平成２８年度事業報告・会計報告

①菩提寺まちづくり協議会会議及び活動報告（総会資料 P-1 参照）木ノ下会長
・通常総会（H28.5.22）、臨時総会（H29.2.5）に開催し、合同役員会を毎月 1 回/月第 2 水曜日に開催
した。
・広報誌 まち協だより 3 回/年発行（6・10・3 月）。年 4 回の予定が 1 回未発行になった。
②福祉・安全委員会事業報告・会計報告（総会資料 P-2 参照）
藤原委員長
・目的；少子高齢化の時代に全住民が安心して暮らせる地域を目指す
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・事業計画
ｱ.菩提寺学区の防災体制の確立
ｲ.安心して暮らせるまちづくり
ｳ.健全な成長を育むまちづくり
ｴ．まち協共同事業
・予算；￥550,000- 決算；￥475,932・総括；第 5 回すくすく広場で子ども 58 名、保護者 42 名と過去最高の 100 名の参加を得ることが出
来た。民生委員さんとの協力体制も定着してきたと思われる。
③文化芸術委員会事業・会計報告（総会資料 P-3 参照）
田中委員長
・目的；自然と文化歴史を生かしたまちづくりを目指す
・事業計画
ｱ. 歴史文化資料室の維持管理及び新企画
ｲ．歴史の小径を核として散策路の整備
ｳ．正しい歴史の伝承と新しい菩提寺との融合
ｴ．まち協共同事業
・予算；￥330,000- 支出；￥278,380・総括；まちづくりセンターが出来て 3 年になり、歴史文化資料室も 2 年が過ぎ、地元の歴史を地元
の人にもっと知ってもらうための工夫をしてきた。何度も足を運んでもらうために、企画展を開き、
歴史講座も実施してきた。歴史文化資料室運駅協議会も定期的な会合を開き、内部研修会などで知識
を吸収して企画展に生かしてきた。
他府県の人の訪問がありこれを強化して多くの方々に見てもらいたい。
④地域活性化委員会事業・会計報告（総会資料 P-4 参照）
保田委員長
・目的；地域コミュニティビジネスを企業
・事業計画
ｱ.地産地消の推進
ｲ.まちづくりセンターを情報の発信の場とする
ｳ.自然を大切にし、触れ合うまちづくり
ｴ. まち協共同事業
・予算；￥580,000- 支出；￥296,690- 収入（椎茸・ﾋﾗﾀｹ・筍等売り上げ）；￥267,861・総括；筍が豊作で北山台、サイドタウン自治会の方々に筍堀を楽しんでい頂けた。筍の売上も例年
に比べて多額になった。初めての試みでカブト虫を育成し販売した。今後のコミュニティビジネスに
つながった。
課題としてバンブーハウスは築 4 年を経過し劣化対策が必要である。
⑤きらめき湖南プロジェクト事業・会計報告（総会資料 P-5 参照） 田中委員長
・目的；自然と文化歴史を生かしたまちづくりを目指す
・事業計画
ｱ.散策路の整備
ｲ．ボランティア団体との共同作業
・予算；￥1,000,000- 支出；￥951,233・総括；きらめき湖南地域活性化事業は今年度で終了するため、これまで活動して作り上げてきた物
を維持管理して行くためその方法を作り上げるための活動をしてきました。各自治会との連携を取り
ながら活動していきたい。
年度を通じて効率的な活動の推進が出来るようになった。
⑥菩提寺まちづくりフェスタ事業・会計報告（総会資料 P-6 参照） 永田事務局長
・目的；菩提学区住民が主体になり一堂に会する親善事業の実施
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・事業計画；まちづくりフェスタの開催
・予算；￥300,000- 支出；￥292,827・総括；事務局体制の不備で出演・出展者にご迷惑をおかけした。開催日を変更して、過去雨が多か
ったフェスタが天候に恵まれ実施できた。送迎バスを運行して各区からの足の確保が出来た。
⑦親善事業・会計報告（総会資料 P-7 参照） 中野副会長
・目的；菩提学区 7 区親善が図れる事業の実施
・事業計画；親善グランドゴルフの開催
・予算；￥120,000- 支出；￥114,674・総括；近江台の選手がそろわず 6 区での大会であったが、近江台は運営委員として事業に参加した。
今回は菩提寺多目的グランドにて実施したため、コースに難しさが無く参加者皆が楽しめた。天候に
恵まれたこと、湖南市グランドゴルフ協会のご協力が得られ、コース作りから運営までご指導ご手配
いただいた。
⑧土曜日事業支援プロジェクト事業・会計報告（総会資料 P-8 参照） 桒名会計
・目的；地域ボランティアの協力を得て小学生の親睦を図る
・事業計画；菩提寺・菩提寺北小で合同 4 回、単独 6 回計 10 回の土曜日事業の実施
・予算；￥150,000- 支出；￥147,626・総括；菩提寺・菩提寺北小及び北中生、地域ボランティアとの交流が図れた。
合同のまち協事業（4 回）と両校での参加事業（6 回）とした。
Ｑ）P-5 きらめき湖南事業の目的に対して具体的な結果は？
Ａ）歴史の小径整備＆菩提寺山散策路の整備を文化芸術委員会が、竹林整備は地域活性化委中心にな
って推進する。菩提寺公園の一斉整備及び菩提寺山散策を各区から参加を募り実施し、終了後にそう
めん流しと豚汁で親睦を図れた。また、Ｈ29 年度から整備の活動参加者に商品券＠500 円を支給する
こととした。
提案）お聞きして維持管理システムの構築のレベルアップが必要と考える。
Ａ）年度計画を策定している。
7-2）第 2 号議案 H28 年度決算報告（総会資料 P-9～11 参照）
桒名会計
・収入の部：予算；￥7,207,287- 実績；￥10,174,050-（ 積立金解約￥2,708,188-）
支出の部：当初予算；￥7,207,287- 現計予算￥9,915,475- 実績；￥10,174,050宝くじコミュニティ助成金￥2,500,000 円はＨ27 年度に申請。Ｈ28 年度交付された。
決算書の合計欄¥258,575 円を－¥258,575 円に訂正をしてください。
・総括；積立定期を解約した。￥2,708,188-。解約金は各自治会に￥2,555,000-返金。備品購入費に
￥153,188-充当した。
7-3）第 3 号議案 H28 年度会計監査報告（総会資料 P-12 参照）中林監事
平成 28 年度菩提寺まちづくり協議会の事業及び収支決算について、出納簿をはじめ関係諸帳簿ならび
に証拠書類等を対照調査した結果、その執行に対し適正に事務処理されているので正当であることを
認める。
採決：第 1 号議案から 3 号議案は賛成多数で承認されました。
7-4）第４号議案 平成２９年度新役員の提案 （総会資料 P-13 参照）
役員選考委員会 松本副委員長
・会計
中村 春次氏 北山台区
・事務局長
川上 昭氏
みどりの村区
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・監事

鵜飼

孝氏

菩提寺区

採決：第 4 号議案は賛成多数で承認されました。
退任役員挨拶は、木ノ下会長より発言
退任挨拶の場を設けさせていただいたが、任期途中での退任であり挨拶を辞退されましたので、私
の方からお礼を申し上げたいと思います。1 年間ではありましたがご自身の生活犠牲にしてまでのご
協力に厚くお礼申し上げます。有難うございました。
議長；第 5 号議案～第 7 号議案一括して提案していただきます。
7-5）第 5 号議案 菩提寺まちづくり協議会会長方針 （総会資料 P-14 参照）木ノ下会長
昨年宣言したことが出来ませんでした。もう一年方針を変えずチャレンジしたい。
①あってよかった菩提寺まちづくり協議会
イベントだけでなく区を超えて諸問題の解決に向けて区長会と連携し、各区に必要とされるまちづ
くり協議会・まちづくりセンターとしていきたい。
②区で行うよりも学区全体で行う方がより効果が高いものを実施
市の交付金・助成金・補助金及び各区負担金を有効に生かし、限られた財政での有効な運営を行っ
ていきます。コミュニティプランの見直しを行い、無理のないまちづくり活動としていきます。
③住民目線で
１年が経過しても活動を担う役員・委員になり手が無い現状があります。もっと携わりたい（参加
したい）人が増えるよう情報公開をして菩提寺まちづくり協議会を知っていただくよう努めていきま
す。
広報活動としてのホームページ・まちづくり協議会だよりが十分に稼働していません。再度取り組
みを行い生きた広報としていきます。
委員会活動は各区参加で運営が基本理念ですが経年と共にバランスが崩れています。これも継続し
て見直しが必要です。
自治会はそれぞれ独立して活動しています。その上においての菩提寺まちづくり協議会の役割を原
点に返って考えながら運営します。
④地域での他の団体との協働
菩提寺学区青少年学区区民会議とは一本化致しました。
引き続き縦割り団体活動でなく、協働し合える協議会を模索していきます。
7-6）第 6 号議案 Ｈ２９年度事業計画・予算計画
①福祉・安全委員会報告 （総会資料 P-15 参照）
藤原委員長
・目的；こどもから高齢者が安心して暮らせる地域づくり
・事業＆予算計画
ｱ）菩提寺地域防災事業
￥350,000ｲ）子育て事業
￥100,000ｳ）認知症捜索隊研修会
￥80,000ｴ）合同事業
￥0予算計画計
￥530,000・コメント；新しい人材の参加を推進したい。応募を宜しくお願いします。
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②文化芸術委員会報告 （総会資料 P-16 参照）
田中委員長
・目的；自然と文化歴史を生かしたまちづくり
・事業＆予算計画
ｱ）歴史文化資料室の維持管理及び新企画
￥190,000ｲ）菩提寺山の歴史の小径・霧降の瀧等の散策路の整備
￥100,000ｳ）正しい歴史の伝承と新しい菩提寺との融合
￥40,000ｴ）コミセン案内板の更新を追加
￥80,000予算計画計
￥410,000・コメント；昔から伝わる伝統行事などの記録、自治会での行事をＤＶＤ化する。
③地域活性化委員会報告 （総会資料 P-17 参照）
浅井委員長
・目的；地域にコミュニティビジネスを起業
・事業＆予算計画
ｱ）地産地消の推進
￥55,000-,
ｲ）まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする
￥41,000ｳ）自然を大切にし、触れ合うまちづくり
￥450,000ｴ）合同事業
￥0予算計画計
￥546,000・コメント；新たに竹材を利用した加工品の製作に取り組む。
（ホーキ作り等）
④子ども育成員会 （総会資料 P-18 参照）東良委員長
・目的；地域の子供は地域で育てる
・事業＆予算計画
ｱ）安全安心できるまちづくり推進
￥30,000ｲ）子どもたちと地域の大人との親睦を図る
￥280,000ｳ）市民会議との連携
￥0予算計画計
￥310,000・コメント；新たに組織化された委員会です。子どもたちと地域の大人との親睦を図る事業の中で、
「すくすく広場」は福祉・安全委員会とコラボで開催する。
⑤「まちづくりフェスタ」プロジェクト （総会資料 P-19 参照）川上事務局長
・目的；菩提寺学区住民が主体となり一堂に会する親善事業の実施
・事業＆予算計画
ｱ）まちづくりフェスタ準備委員会の開催
平成 29 年 7 月
ｲ）まちづくりフェスタ実行委員会の開催
平成 29 年 8 月～9 月
ｳ）まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催
平成 29 年 10 月
予算計画
￥300,000・コメント；参加者の親睦を図る

⑥親善事業プロジェクト （総会資料 P-20 参照）中野副会長
・目的；菩提寺学区 7 区親善が図れる事業の実施
・事業＆予算計画
ｱ）親善事業準備会議の開催
平成 29 年 5 月
ｲ）グランドゴルフ大会実行委員会の開催
平成 29 年 9 月～10 月
ｳ）グランドゴルフ大会事前準備と大会実施
平成 29 年 11 月
予算計画
￥120,0007

-

・コメント；各自治会から参加費を徴収せずに開催費用はまち協で予算化を行う
⑦土曜日事業支援プロジェクト報告 （総会資料 P-21 参照）永田区長
・目的；地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る
・事業＆予算計画
ｱ）土曜日事業企画会議
ｲ）年間 10 回の土曜日事業の実施
予算計画計
￥200,000・コメント；新企画として大山川の生物の調査を行う
7-7）第 7 号議案 H29 年度菩提寺まちづくり協議会予算（案）（総会資料 P-22～23 参照）木ノ下会長
・予算；￥4,349,575- 前年度実績比；－￥5,824,475・コメント；収入の部について、市支出金が対前年度比¥403,000－減額され￥2,661,000-となる。
各区支出既金を対前年比 ￥342,000－減額し￥331,000-とした。
（区分担金－￥220,000-、グランドゴルフ参加費－￥120,000-）
支出の部について、広報費￥300,000-対前年度比￥175,222-増加している。
まち協だより及びＨＰ更新料であり広報を充実させる。
備品購入費￥50,000- 対前年度比－￥3,034,613- 宝くじ助成備品がゼロ
Ｑ）P-15 福祉・安全委員会の合同事業に菩提寺山公園が記載されている。他の委員会には記載がない。
Ａ）削除する。
Ｑ）市のきらめき湖南事業が無くなることを理由にまち協が進めた活動を継続しない理由は？
Ａ）菩提寺公園は市の管轄で管理される。まち協は何もしないのではなく、小枝の除去や竹林の竹チ
ップの散布など状況を見ながらできることは継続して行う。
Ｑ）公園整備について市と活動計画の話はしていないのか？市はまち協から何も言ってこないと言っ
ているが？
Ａ）市には申し入れをしている。市が予算化した段階で具体的な計画が進む。
Ｑ）区分担金の明細を教えてほしい？
Ａ）菩提寺区からの質問であり当区のみ分担金は￥40,000-（Ｈ28 年度は￥66,000-）
Ｑ）会長方針にＨＰで広報の充実を述べているが、ここ 3 年更新が進んでいないし、Ｈ29 年も 3 月ま
で動いていない。これで良いのか？
Ａ）川上新事務局長が動かすように取り組んでいる。各委員会がアップできるようにマニュアルを作
成、配布した。事務局長が活用促進を図っていく。
意見）ＨＰを見ない人への広報活動としてまち協だよりの充実をお願いしたい。
採決：第 5 号議案～第 7 号議案は賛成多数で承認されました。
7-8）第 8 号議案 指定管理事業 H28 年度決算報告、Ｈ29 年度予算計画（総会資料 P-24～27 参照）
山本センター長
①H28 年度決算報告
ｱ）菩提寺まちづくりセンター
・収入の部：予算；￥12,424,320- 実績；￥13,167,345・支出の部：予算；￥12,424,320- 実績；￥13,167,345- 次年度繰越金；￥861,572ｲ）菩提寺コミュニティセンター
・収入の部：予算；￥5,045,760- 実績；￥5,045,770・支出の部：予算；￥5,045,760- 実績；￥5,045,770-次年度繰越金；￥1,231,421-②H29 年度予算計画
ｱ）菩提寺まちづくりセンター
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･予算; ¥12,709,892‑

※前年度繰越金¥861,572‑に修正

･コメント;人件費減少はコミュニティセンターとの費用配分を変更する｡指定管理料及び電気料金
は電気契約先変更(関電‑湖南ウルトラパワー)での減少を見込むo運動広場管理は法面草刈り費用
計上｡修繕費にグランド施設修理を追加｡
イ)菩提寺コミュニティセンタ←
･予算; ¥6,277,18卜

･コメント;人件費はまちづくりセンターとの配分を変更｡備品購入費は劣化したものが多く長机な
どの計画購入を行う｡

採決:第8号議案は賛成多数で乗落されました｡
8)議事終了宣言

議長

本総会議案は全て審議承認されましたのでこれをもって議事を終了します0

9)議長､書記の解任
議長退任挨拶:本日の通常総会､皆様の協力により無事終了しましたので議長･書記を退任致します｡
長時間有難うございました｡
まち協は色々活動しています｡皆様の参加をお願いします｡
10)閉会の辞

中野副会長

来賓の皆様･代議員の皆様､本日はお忙しい中本総会にご出席いただき長時間の審議､有難うござい
ましたo今後とも菩提寺まちづくり協議会にご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます｡これに
て平成2 9年度菩提寺まちづくり協議会通常総会を終了します｡有難うございました｡

以上

議事録著名人

臥三年②
議事録著名人
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