
 

 

2019 年 11 月 17 日 

2019年度１１月理事会議事・報告 

 

開催日時：2019年１１月１５日（金）  １４：３０～１５：２０ 

場  所：常盤公民館 ２階 会議室 

議  題（文中の氏名につきましては全て敬称を略させていただいています） 

１．2019年度 10月理事会の議事結果報告の確認  異議なく承認された 

２．各事業部結果と予定(太字)等の報告 

（１）総務部関係 

１）１２月食事会：１２月３日（火）１２：００～ （受付開始 11：30～） 

サンマルク アトレ浦和店［アトレビル２階(伊勢丹側から)、正式には３階(改札口から)］ 

     会費：●２,４００円(乾杯用飲み物がアルコール類の場合) 

２，３００円も検討中 

●１,７００円(乾杯用飲み物がソフトドリンクの場合) 

         なるべくつり銭のないようお願いいたします。 

     ランチの内容：サラダ、メインディッシュ、パン（食べ放題）、ドリンクバー付き（各種 

ジュース・コーヒーなどのソフトドリンク） 

＊アルコール類【グラスビール、グラスワイン(赤・白)】の追加分については個人負担で、 

金額は各７００円(税込み)です 

明日以降の変更は、12 月 2 日(月)までに総務部 松尾康［電話 090-7239-1223  

メール yachan60@ezweb.ne.jp］まで連絡して下さい。 

11月 14 日現在 ５４名参加予定（参加者名簿は別添） 

 

２）ボランティア例会・クリーン作戦 

    ・１１月ボランティア例会・クリーン作戦   

      １１月６日(水)ふれあい館 ４Ｆ シルバーキッチン 例会 10:00～ １９名参加 

10：35～クリーン作戦を実施。 ２０名参加 

 ・12 月例会・クリーン作戦 12 月 4 日（水）10：00～ふれあい館 地下１階 第 2会議室 

・1月例会・クリーン作戦 １月８日（水）10：00～ふれあい館 地下１階 第 2会議室 

 

３）施設訪問 

・１１月「ファインハイム」（桜区大久保浄水場そば）：１１月２４日（日）１４:３０～ 

 12：50 北浦和駅西口バス停③集合（13：00浦和北高校行き乗車）現地直行は 14：00 集合 

申し込み受付は終了します。（詳細は後日参加者にご連絡いたします。） 

     参加者 11月 14 日 現在 15名：松本 野口 森田 井関 宮城 金子  中村究 小野塚 

 加藤 矢口 吉野 野中 浅賀 松尾康 福嶋す 

     ・１２月「そよ風」（浦和区）：１２月１２日（木）１４：００～ 

     参加いただける方は、１２月６日（金）までに矢口までご連絡ください。 

   

４）浦和区民まつりボランティア 

    ・日時：11月 3日（日）浦和北公園  ４名参加：松本 福嶋 森田 宮城 
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５）いきがい大学（30 期 15年記念）Ｘ’mas コンサート『箏と手風琴』 

    日時・場所：12月 13 日（金）14：00開演 コムナーレ 10Ｆ 多目的ホール 

                                              

 （２）企画部関係 

１）2019年度行事の実施結果 

・11月度「広場」  １１/１２（火)  *飯能市 多峯主山ハイキング １３名参加 

 

２）今後（当面）の予定    

・11 月度「散策」  １１/２６（火)  ＊ 目黒 東京都庭園美術館・自然教育園 

 

・12 月度「広場」 １２/１０（火） ＊ 講演会 (人生１００才時代のマネープラン) 

参加申込み：武井 神田  藤木 加藤  並木 松尾和 村田 浅賀 双木 松尾康 島田  

田中  西村 深井 阿部 尾熊 金子 野口 福嶋す 矢口 吉成 設楽  

白石  福島玲 小野塚 柳澤美 松本 山崎 長谷川 山下  

山城 中村究 井関  宮城 中村洋、後藤  合計３５名, 

 ・質問のある方は、箇条書きにまとめて１１月末日までに松本又は福嶋まで提出願います。 

 

・12 月度「散策」 １２/２４（火） ＊ 埼玉県警本部見学及び忘年会（夢庵） 

  参加申込み：〔県警・忘年会〕神田 武井 山田 加藤 並木 松尾和 村田 浅賀  

広瀬 松尾康 森田 島田 田中 深井 千原 福嶋す 吉成 

(11/12現在)   福嶋玲 柳沢武  三輪 大熊 高木 松本 山崎 藤田 長谷川 

宮城 山城 笹川 中村洋、後藤  計３０名 

         〔県警のみ〕白石 高田 若宮 山下 計３名  

〔忘年会のみ〕阿部 井関 小野塚 野中 矢口 計４名    

合計 県警見学３２名  忘年会参加３３名 

 

・1月度「広場」  １／１４（火） ＊ 武州本庄「七福神めぐり」 

・1月度「散策」  １／２８（火） ＊ 朝日新聞東京本社見学 

・2月度「散策」  ２／１８（火）   たばこと塩の博物館 郵政博物館 

          (2/25から変更)    花王ミュージアム 

≪ ＊印は各人に案内パンフ配布済 ≫ 

 

（３）第９期一泊バス旅行について 

・日時：１０/２２（火）～２３（水） 一泊二日 

・行先：群馬県・四万温泉とその周辺  宿泊先：四万グランドホテル ２９名参加 

・会計報告 収入 639,400 支出 623,263 余剰金 16,137 ［返還 14,500（500 円×29 人）校友会 

会計へ入金 1,637〕 

 

（４）ＨＰ関係 

会員からの要請事項等があれば検討を行います。 

 



 

 

 

 

（５）北浦和協議会関係行事について 

・１０月２３日（水）「ふれあいコンサート」10:00～ コムナーレ１０F 多目的ホール１名参加 

    

・１２月５日（木）「北協ボウリング大会」 浦和スプリングレーンズ（中浦和駅前）  

９：３０受付 １０：００スタート  ゲーム終了後表彰式・懇親会 

第 9期参加者 ： 大熊 加藤 島崎 山下 （４名） 

 

・１２月２５日（水）「東京エクセレント ブラスアンサンブル クリスマスコンサート」 

１８:３０開演（約２時間） 埼玉会館小ホール 入場料：1,５００円 

参加者：松本 

    

・１月２３日（木）「ギターとマンドリンの調べを楽しむ会」１４：３０開演 武蔵浦和コミセン 

（サウスピア）９Ｆ 多目的ホール 入場整理券代１００円 

（案内パンフは他の資料と一緒に個別に送付します） 

参加希望者は、１１月２８日（木）までに、野口までご連絡ください。 

野口連絡先：090-6934-3682(携帯電話)または s-noguchi1472@docomo.ne.jp(スマホメール) 

 

（６）１２月理事会：１２月２０日（金）１４：３０～ コムナーレ １０Ｆ 第 6 集会室 

（ 会場が変わっていますのでご注意ください。） 
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