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平成３０年度第２回理事会議題・報告（追加・修正） 

開催日時：平成３０年５月１８日（金）  １４：３０～  

場  所：のびのびプラザ大宮 講座室 

議  題： 

会長挨拶：最近までお元気であった勝岡裕子さんが、去る１０日突然お亡くなりになりました。 

     ご冥福を祈り黙禱しましょう。黙禱! 

  １．平成３０年４月理事会議事録の確認  

   ２．各部の報告 

（１）総務部   

１）北協事業関係 

（ⅰ）浦和踊り ７月１５日（日）午後（昨年よリ開始時間が２時間早まる予定） 

     練習日:６月２２日（金）１５:００～１７:００  （常盤公民館） 

         ６月２６日（火）１５:００～１７：００ （北浦和公民館） 

         ６月２９日（金）１３:００～１５：００ （北浦和公民館）  

         ７月 ６日（金）１１：００～１３：００（常盤公民館）   

          ７月１２日（木）１３：００～１５：００（北浦和公民館） 

        参加者 《 踊り手 》野中、森田、阿部、福嶋、小野塚、吉野（久）、井関、笹川、松本  ９名 

           《サポーター》青木、松尾（康）、野口、矢口、吉成、藤村、宮城、山城、中村    ９名 

            《写真撮影》田中 

        懇親会 場所：「『夢庵』浦和東口店」    

時間：１６：００以降で未定(踊る時間帯により決定) 

            会費：飲む人 ３，３００円（飲み放題） 飲まない人 ２，４００円（ドリンクバー） 

            申込：各班は、踊り手、サポーター、写真撮影者及びその他の方で参加希望者を６月理

事会までに総務部野中までご連絡ください。 

（ⅱ）１３期主催の講演会 「笑いと健康」講師 北沢正嗣（あやし家 こいつ） 

           日時：平成３０年５月２３日（水）１０：００～１１：４５ 

           場所：浦和コミセン 第１３会議室 

           申込：１６名 （大山、加藤、佐藤、村田、浅賀、後藤、田中、西村、阿部、小野塚、松本、 

                  宮井、吉川、高田、笹川、山城） 

      （ⅲ）轡田先生の講演会（１１期担当） 演題は「さいたまから世界をつかむ」 

           日時：平成３０年６月２０日（水）１０:００～１１:３０ 

           場所：浦和ふれあい館 2F 第１会議室 

           申込：１１名 （佐藤、村田、狗飼、廣瀬、松尾（康）、田中、白石、福島（玲）、小野塚、 

                  松本、笹川) 

      （ⅳ）北浦和校協議会演芸会の実施日 

１１/２６（月） 武蔵浦和サウスピア  ９：００～１７：００（確保） 

今年も皆さんの協力を得て実施したい。６月の理事会から出し物などの検討開始予定。 

      (ⅴ) お元気クラブの支援 

         ジェイコー埼玉「ころばん体操」準備と手伝い 

７月の下記の日は、９期の当番です。時間は９：００～１２：００まで。 

        ① ７月２日（月）② ７月９日 ③ ７月２３日（月） ④ ７月３０日（月） 

           募集：毎回４・５名程度の支援者を募集します。各班は、各日別の支援希望者を６月理事 

会までに総務部野口までご連絡ください。（支援者不足の場合は、再度お願いあり。） 

      （ⅵ）ふれあいコンサート（８期担当） 別紙１「ふれあいコンサート」 

           日時：平成３０年９月２６日（水） １０：００～１１：４０ 

           場所：浦和コミセン １０Ｆ 多目的ホール 

           整理券：２００円（８月理事会で集金し、９月理事会で整理券を配布する予定。） 

           申込：各班は、参加希望者を６月６日（水）までに総務部野口までご連絡ください。 

              なお、募集人員は、先客４００名限定とされており、参加を希望しても調整される 

こともありますので、ご承知おきください。 
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      （ⅶ）（旧６期主催）「三遊亭楽生師匠」の落語会 

           日時：平成３０年１０月２３日（火） １０：００～ 

           場所：サウスピア  ９Ｆ  

           会費：５００円 

           申込等詳細は、６月理事会でお知らせします。（募集人員 ２５名） 

      （ⅷ）第１０回ボウリング大会（１４期担当） 

           日時：平成３０年１２月６日（木） 

           申込等詳細は、決定次第、理事会でお知らせします。 

 

２）総務部事業関係 

       （ⅰ）  昼食会について 

① 日時：平成３０年６月５日（火）１２：００～１４：００（受付開始 １１：３０～ ） 

② 会場：カジュアルフレンチ「ＦＵＫＵＲＯＵ」 

③ 会費：２,０００円（乾杯用ビール・ウーロン茶を含む） 

④ 参加希望者は５５名、下表のとおり。 

     

１班（５名） ４班（５名） ６班（８名） ９班（６名） １１班（７名） 

青木 晴子 

栗井 康雄 

武井 照行 

藤木 啓子 

野中とよ子 

浅賀 民枝 

島崎千枝子 

廣瀬 京子 

松尾 康 

森田 悦夫 

阿部 國雄 

尾熊 照子 

金子 和生 

千原 悦子 

野口 茂雄 

福嶋すみ子 

吉成 誠 

白石 晴代 

大熊 義昭 

小野塚憲昭 

栁澤美智子 

藤田 正二 

山崎 守 

吉野 久子 

 

井関 治 

大塚 敏子 

高田すゑ子 

長谷川タイ子 

宮城 章 

山下 秋恵 

若宮三惠子 

３班（８名） ５班（５名） ７班（３名） １０班（５名） １２班（３名） 

大山 正子 

加藤 隆一 

佐藤 進 

並木 清 

松尾 和子 

村田 武雄 

狗飼 正子 

葉山 正孔 

後藤 直子 

島田 元子 

田中 泰子 

西村 順子 

松下 豪男 

野崎 由和 

福島 玲子 

吉野 幸子 

甲斐みよ子 

中田ちい子 

藤村 孝一 

若井 正雄 

坂本 静子 

笹川 幸雄 

山城 文子 

中村 洋子 

 

（ⅱ）さくら草の会について 

① 平成３０年度「さくら草の会」の活動について 

別紙２「平成３０年度「さくら草の会」（ボランティア）活動計画（検討結果）」 

        ② その他 

          さくら草の会では、「活動計画」に従いボランティア活動を進めて参りますが、会員皆様の積

極的な参加とご支援をお願いします。 

 

（２）企画部        

 １）平成３０年５月度「散策」 松戸市「２１世紀の森と広場」を実施。 参加者 ２０名 

２）「今後の予定」    * 詳細は決まり次第各自へお知らせします 

平成３０年６月度「広場」 6/12  12:00～15:00 グランドゴルフ体験パートⅡ 西堀高沼公園 

〃   「散策」 6/26   富士見市の公園巡り「難波田公・山崎公園・水子貝塚公園」 

平成３０年７月度「広場」  7/10  寄席を楽しむ会（国立演芸場） 

      〃   「散策」 7/26   武蔵丘陵森林公園 

平成３０年 8月度「広場」 8/     行事計画が有れば申し出てください。 
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      〃   「散策」 8/28  「すこやかプラザ」見学と福祉の学習  

平成３０年９月度「広場」 9/4    暑気払い及び懇親会（伊勢丹浦和ビヤガーデン） 

      〃   「散策」 9/25  横須賀市「無人島・猿島」 

（３）ＨＰ委員会  

   特になし 

 

３．連合会及び北浦和校協議会の報告 

（１）連合会総会（５月８日）及び北協の理事会（５月９日）報告 

（２）平成３０年度北協行事の担当期の状況（未定を含む） 

  １）お元気クラブ       各期 月次順送り（９期は７月と１月担当予定） 

  ２）赤い羽根共同募金     １１期    １０月 

  ３）老人ホーム尚和園慰問   １４期    １０月（１４期以外の期の参加（演目）を募集） 

  ４）荒川クリーン作戦      全期     １１月（未定） 

    ５）シニア作品展（支援）    全期        １１月 

  ６）ボウリング大会      １４期    １２月（12/6） 

  ７）第 4回さいたま国際マラソン ９期    １２月（12/8、9） 

  ８）麻雀大会         １３期（初めての計画） 

（３）平成３０年度連合会行事予定（未定を含む） 

  １）文化祭 第２７回作品展    2019 年２月１６日～１９日 埼玉会館 

  ２）文化祭 第２６回芸能発表会  2019 年２月１９日（火）   埼玉会館 

  ３）第６回さいたマーチ     2019年３月（未定） 

  

４.その他  

  ・今年は、北浦和校９期として１０年を迎えるにあたり、１０周年記念行事を是非実施したい。 

つきましては、「１０周年記念行事実行委員会」を作り、その第１回実行委員会を平成３０年６月 

１５日（金）午前１０時から浦和北公園内の「楷楓亭」において開催したいと考えておりますので、 

       各班は、実行委員１～２名（出来るだけ女性会員の推薦を）の氏名を６月８日（金）までに総務部 

野中までご連絡いただくとともに、第１回実行委員会への出席方よろしくお願いします。 

 

・平成３０年５月２４日（木）北浦和駅西口「カラオケバンバン」で歌う会を予定。 

       集合場所：初めての方は、北浦和駅改札を出たところ １４：００集合（参加自由）  

 

・平成３０年６月理事会 ６月１５日（金）１４：３０～のびのびプラザ大宮 講座室  

 

                                            以上 


