令和 2年 7月 31日
19:30〜 於 西新町 スペー スラボ
歴史と出会 えるまちづ くり船糧城西 の会 第 203固 定例会
■代表検拶

口活動経過報告等
・船場小学校まちあるき 202い 06セ6/29
船紀小学校か らの依頼 によ り児童 と発生 を対象 に実施 した。新作ガイ ドブックを配布。
・第 76回 船均御坊葉市 2020的 7115
出店数は 23店 と当会の 1店 、計 24店 であった。出店料は 'OIXl円と した。
まつた リカフエは横小 して閣店、 ミニョンサー トも88性、手前予想 を上回る来場客 があつた。
消養液の殴置失念等、感染予防対策の不備 を反省 じ次回は留意す る。

まちづ くりかわ ら版 (第 60号 )を半年ぶ りに発行。
日藤森ま住宅の保全 ・活用 について
伊藤渉舛か ら文化財承 へ打診 し、それな りの手応 えが あ つた模格。
日会の還営について (藤本行t81書
士か らのア ドバ イスによ り以下のオ ブシ ョンか ら検野)
1)従 来温 りのや り方でNPOを

軽続す る場合

(メリッ ト)従 来通 りの社会的信用 を得 られ る。
(デメ リッ ト)諸 手続について外部委託料の負担が大きい。年間負担約 10万 日程度。工皆破提の恐れ。
2)NPOを

解散 清 算す る場合

(メリッ ト)籍 手続、各種報告等、事務負担の大幅軽減。
(デメ リッ ト)社 会的侶用のダウン。音報掲械が高額なため、解散費用に約 20万 円が必要。
3)決 算 を事務局で行 うなど可能な限 りのコス トダウンをして NPOを

提続する場合
(メリッ ト)あ る程度の社会的信用 を得 られ る。活動資金の温存。(2年 に一度、約 5万 円の畳記委託料は必要)
(デメリッ ト)事 務局の作業負担増。行政処分 ,遣 料 リスクが多少伴 う。

口第 77回 船場御坊楽市 2020119的 6
態栄予防対策の徹店 を行 い通常開催 を目指すが、コロナウイル ス市 中感染状況や社会的要前等を鑑みなが ら開催判
断を行 う方atは堅持する。

■境下町まちある吉 2020‑ll1 25
当箇前 向書に準備 を進めるが、案市同様の方針 をもつて臨む。

ロガイ ドブック (船堀城西道通指商之書)の 増駒検討
船場印刷 に見積依頼 中.予 算 の こともあ り、ほ額での増刷 (単色Fl、ネ ッ ト秦者依頼)に ついても検肘 したい。

■その他

口次回定例会についてはこの定拐会で決めます。■

歴史 と出会えるまちづ くり船場城西の会 2020616第 202回定例会議事録 於 西新町スペースラボ 1930〜2100
出席者 柴IB武志 福田ま り子 中山栄―郎 下山裕史 疲違躍子 原隆 橋本博和 久保園1山 崎み どり 塚本進介
森"1格 中山萌子 (終了時)
國

柴口代表 熱中症に気をつ けま しょう。

國

下山事務局が行 う。
75回 船場御坊楽市 (3/1=日 )を 振 り返 り

新型]け感染対策でのイベ ン ト自粛の流れ を受け、規模 を縮小 して出店料無料の有志開催 と した。出店は 16店 と当会
7)の カフことミニ コンサー トの開催。
(福田副代表、渡違カリ

西まち歩き (3/8 日)中 止を振り返り
新型]け感染対策によ り中止 とした。柴日代表、下山事務局が姫路駅で中止対応 を した。男性が 1名 見 えた。
ち歩吉ガイ ドブック r船場城西遭違指南之毒」成果、報告書提出を振 り返 り
3月 18日 (水)に 中山副代表が中播磨県民め,」こ成果物、報告書 を提出、翌 日に下山事務局が請求善持参。4月 の人
事異動で担当、上司が交代 し、寝 Eg的に予定通 りの補助金は困難 として削減 を知 らされ、協議 を重ねてようや く補助
金 20万 円が予定通 りに出る ことになつた。前任 と後任の引継 ぎや達絡不足か ら、書類の書 き換 え、船場印刷か らの
請求書の差 じ誉えを行 うことにな つた。5月 31自 に振込があつた。
市文化財課補助全 申議について
姫路市文化財保存活犀助成金は現在 、活動計画が策定できないことを理由に申議 を保留 している。90000円 の事業
で 45000円 の助成力｀
ある、計画立窯次第 申語す る。

,0の メ リッ トがな く、費用が
期首残高 32万 円が期末残高 27万 円で約 5万 円の赤字見込、今後、決算 をまとめる。田
掛か りすぎるため清算す る方向で検討 してい く。6 7月 はまだ保留状態に してお く。
6年 生の まちあるきに ついて

6/26(金)、6/29(月)年 前中に 1クラ
スずつ行う。9時 に本徳寺集合、本堂、境内、行在所を見学後、クラ
スを 2班 に分
けて、森川ス"フが大蔵前、備前門、ナガハマと柴国代表が長福寺、見星寺、橋屋を案内する。
76回 船場御坊楽市 (7/5,日 )に つい
開催する。事務島か ら店の数力章
読めな く自由開催の提案があるが協議の結果、出店料は減額 して 1000円 とする。松
本 さん等に出店意向を確認する。前 日準膿は 1700'。山門 と敏安館 に消養液 を置 くことにする。
森家住 宅につい

中山副代表か ら、藤森家の現状 を説明 し、ボランティアでの管理活用 を市に働きお けたい。伊藤渉外 を通 じて文化財
課 に提案 したい。7承 。

大阪在住の男性か ら、活動に感銘 したのでスタッフ参力Eしたいと事務局 に連絡があつた。
・
6/2ワ」レ
ト航空,ビ スか ら秋l̲ツ
7‑を したいので、まち歩 吉案内についての打診が あ つた。
研修旅行、懇親会は当面見合わせ る。
欠席の石回さんか ら今後の活動提案 として、西二階町の活性化立びにペ ッ ト人気を活用 した船場御坊楽市活性化の
2点 があつた ことを事務局が報告。
山埼 さんか ら今月末の東京 ・昭島へ の転唐に伴 うお別れ の挨拶が あ り、会か ら儀別 (播州のお潜)を 送る。新たな
人生を転地で過 ごす との ことで、当会 も療 しくなる。定例会終わ りにHHL念
集合写真を撮る。

口次回定例会についてはこの定例会で決めます。■

