
2020 年 1 月 17 日 

2019年度１月理事会議事結果報告 

 

開催日時：2020年１月１７日（金）  １４：３０～  

場  所：コムナーレ １０Ｆ 第 6集会室 

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 12月理事会の議事結果報告の確認  特に意義なく承認された  

２．野口会長のあいさつと現況報告（あいさつ文と病状の報告読み上げ） 

３．各事業部結果と予定(太字)等の報告 

（１）総務部関係 

１）２月食事会：２月１１日（火・建国記念の日）12：00～パルコ５Ｆ 牛太（しゃぶしゃぶ） 

       会費：2,000円（肉４種、野菜、うどん カレーライス食べ放題 アイスクリーム付き 

ドリンクバー） なお、当日のキャンセルは、会費を徴収させていただきます。 

      今回、乾杯用ビールを各テーブル（１０）に 1 本準備する。乾杯以外にアルコール類を 

飲まれる方は、下記について各自負担で注文お願いいたします。 

    ・ビール(生中)570円・中瓶 630円 日本酒一合 440 円・二合 820円 グラスワイン(赤・ 

白とも)440円  サワー類 460 円 （いずれも税込み） 

≪参加者名簿≫ 

                      2020.1.17現在 

1班―４ ３班―７ ４班―３ ５班―５ ６班―６ 

青木晴子 

栗井康雄 

神田富士子 

野中とよ子 

 

 

 

 

大山正子 

加藤隆一 

並木 清 

松尾和子 

村田武雄 

狗飼正子 

葉山正孔 

浅賀民枝 

島崎千枝子 

森田悦夫 

吉岡昭子 

奥田由江 

後藤直子 

田中泰子 

西村順子 

深井 誠 

阿部国雄 

金子和生 

千原悦子 

福嶋すみ子 

矢口敏夫 

吉成 誠 

 

７班―１ ９班―６ １０班―４ １１班―１ １２班―２ 

野崎由和 

 

 

 

 

 

 

大熊義昭 

小野塚憲昭 

高木友春 

藤田正二 

山崎 守 

吉野久子 

中田ちい子 

藤村孝一 

宮井東和子 

吉川文子 

井関 治 

 

山城文子 

中村洋子 

                                  男性:17名 女性 22名 

 

２）ボランティア例会・クリーン作戦 

 ・１月ボランティア例会・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  例会 10：00～10：50 11 名参加 クリーン作戦は雨天のため中止  

  



  

≪1月例会で話し合ったこと≫ 

・施設訪問の演目の拡大について検討 

   手話を付けた合唱 座ってできる体操・ゲーム １０周年で行った各班の出し物 etc 

  ・ボランティア組織の見直し 

現状の総務部所属とするか、かつての「さくら草の会」のような独立したグループに 

するか等の検討 

 ・２月ボランティア例会・クリーン作戦 

  ２月５日（水）10：00～ ふれあい館 地下１階 第 2会議室  

 

３）施設訪問 

・「夢たまデイサービス」（緑区三室）：２月１３日（木）14：00～15:00 

 参加していただける方は、2月 5日（水）までに矢口（090-8511-3325、toy2266@384.jp） 

までご連絡お願いいたします。（あと 1～2名の募集を行う） 

     ●1/17現在参加予定者１２名  吉野 松本 井関 中村究 浅賀 加藤 小野塚 阿部 

矢口 森田 田中 白石  参加者の方には詳細を後日ご連絡いたします。  

  

  ４）ふれあいまつりボランティア募集 

   ・３月２９日(日) 北浦和公園 荒天中止  

   ・募集要領(内容・日時・募集人員 etc) 

①  用具の搬入 3月 27日(金) 9:00～12:00 ５名 

②  設営  3月 29 日(日) 7:00～10:00  5名 

③  案内・受付         ２名      ２名      ２名 

3 月 29日     a.9:00～16:00 b.8:00～12:30 c.11:30～16:00 

④ 昔  遊  び          ３名      ３名      ３名 

3 月 29日     a.9:00～16:00 b.8:00～12:30 c.11:30～16:00 

⑤  片 付 け 3 月 29日 14:30～17:30 ５名 

⑥ 用具の搬出 3月 30日(月)  9:00～1200 ５名 

    申し込みは、２月２３日(日)までに、総務部矢口(090-8511-3325,toy2266@384.jp)まで。 

    ≪参加申込者≫ ③－ｂ.野中 福嶋 

 

 （２）企画部関係 

１）2019 年度行事の実施結果 

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

   参加者：県警見学３３名 忘年会３３名 

・1月度「広場」  １／１４（火） ＊武州本庄「七福神めぐり」 参加者１３名 

 

２）今後（当面）の予定    

・1月度「散策」  １／２８（火）   ＊朝日新聞東京本社見学 

   参加申込み：加藤、並木、松尾和、村田、狗飼、葉山、浅賀、広瀬、松尾康、森田 

吉岡、後藤、田中、金子、福嶋す、矢口、吉成、白石、大熊、小野塚、高木、 

藤田、松本、山崎、吉野久、井関、長谷川、宮城、山城、中村洋   計３０名 

・2月度「散策」  ２／１８（火）   ＊都内墨田区博物館めぐり（たばこと塩の 

博物館 郵政博物館 花王ミュージアム) 



 

 

★申込締め切り ： １月２０日（月） 

       参加申込：青木、神田、加藤、松尾和、村田、広瀬、松尾康、後藤、深井、福嶋す、 

         (1/15現在) 福島玲、大熊、松本、山崎、長谷川、山城、中村洋、  計１７名 

・3月度「広場」  ３／１０（火）    ＊古賀政男音楽博物館 見学 

・3月度「散策」  ３／２４（火）    古河市 花桃まつり 

≪ ＊印は各人に案内パンフ配布済 ≫ 

 

（３）ＨＰ関係 

会員からの要請事項等があれば検討を行います。 

 

（４）北浦和協議会関係行事について 

・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」 

  １名参加。参加者感想：10期の 10周年記念行事だったが、一般の方の参加のある合同企画行事 

だったため空席もあり、盛り上がりにも欠けた。記念行事は手作りにした方がよいと痛感した。 

・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 ９Ｆ 多目的ホール  

１４名参加：大山 加藤 葉山 浅賀 双木 吉岡 後藤 千原 設楽 白石 小野塚 

      松本 柳澤 宮城 

 

（５）来期に向けて[1)～3)は１月理事会では口頭で報告] 

  １）会員動向調査の件（再入会希望者、退会希望者の有無）  

  ２）来期の班長、副班長候補者の件 

    1)、2)については口頭で説明。確定したのち、「2020年度会員名簿」として書類で配布。 

  ３）来期の役員候補者の自薦、他薦の件  

   ・「自薦」はありませんでした。 

・「他薦」についてはごく一部の方からしか出てこなかったため、再度 1 月 31 日(金)までに、 

各会員の方から直接総務部矢口までメール(toy2266@384.jp また toya472266@softbank.jp) 

で推薦をお願いいたします。（なるべく多くの方のお考えを確認し参考にするため） 

  推薦に当たっては、第９期全体を見まわしてふさわしいと思われる方を、できれば役職ごと 

に［会長：〇〇さん、総務部長：△△さん 企画部長：××さん、総務副部長：□□さん  

企画副部長：▽▽さん］と推薦願えれば参考にさせて頂きます。（各役職に被推薦者が複数 

いても結構です）また、役職にこだわらず被推薦者がおりましたら推薦して下さい。 

被推薦者にお断りする必要ありません。推薦された方のお名前は公表いたしません。 

  

  ４）2019 年度定期総会並びに懇親会開催の件（詳細は後日ご案内） 

    総会 ： 日時 4 月 10日(金) 10:00 より(9:30～受付)  

場所 コムナーレ９Ｆ 第１５集会室 

        懇親会： 日時 4 月 10日(金) 13:00 より(12:30～受付)  

場所 ワシントンホテル２Ｆ ファーマーズ ガーデン 

 

（６）２月理事会：２月２１日（金）１４：３０～ 常盤公民館 １Ｆ 講座室 

   （場所が変更になりますので、ご注意ください！） 

mailto:toy2266@384.jp

