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平成３０年度７月理事会議題・報告（追加・修正版） 

開催日時：平成３０年７月２０日（金）  １４：３０～  

場  所：のびのびプラザ大宮 講座室 

議  題： 

会長挨拶：今日は、猛暑の中、皆さん元気で参加ありがとう。後の議題のところで話ししますが、北浦和協議会の 

演芸会を皆さんで盛り上げて、後で参加して良かったというものにしたい。是非協力を！ 

  １．平成３０年６月理事会議事録の確認  

  ２．会長事項 

  （１）９期１０周年記念実行委員会の設置 

     実行委員長 笹川会長 

     実行委員  青木晴子 藤木啓子 佐藤 進 松尾和子 松尾 康 森田悦夫 島田元子 

           金子和生 白石晴代 野崎由和 吉野（幸）小野塚憲昭 松本康夫 藤村孝一 

坂本静子、井関 治、中村 究                １７名 

  （２）第２回実行委員会 平成３０年７月２０日（金）１０：００～  浦和北公園内「楷楓亭」 

     笹川会長報告・・会場調査担当(松本、藤村、松尾（和）、白石)の方々が、日帰り旅行先で６つの温泉 

地、近在のホテルなどの十数会場を調査し、料理、カラオケの可能性、飲み放題の場 

合などいくつかの条件の下での料金概算、会場設定の問題点などの報告を受けました。 

             その報告を踏まえて検討した結果、次のような事項が決まりました。 

      １）日帰り旅行・・今回の調査した温泉地が群馬、長野など北方面の温泉地（１５人以上の送迎付） 

往復５時間以上もかかり、温泉に入り、食事・宴会に加えて１０周年記念行事 

にふさわしいアトラクションを行うとなれば、帰りの時間相当遅くならざるを得 

ず実施は、困難。したがって、旅行は、一泊・日帰りも含めて別途検討すること 

とし、１０周年記念行事としては、実施しない。 

        ２）記念行事会場・・１０数か所の会場うち、規模（定員）、音響・演芸の使用制限など問題のある 

                 施設を除き、７～８,０００円程度で使用可能な会場を選び、次回の実行委員会 

                 で決定する。 

      ３）実施日時・・・平成３１年２月２５日（月）、２６日（火）、２７日（水）のいずれか１日。 

      ４）「けやき」特集号又は「１０周年記念文集」・・・編集委員を選定し、検討を依頼する。 

               編集委員・・・金子和生、井関 治（以上本人「了承済み」） 

                      神田富士子、田中康子（班長を通じて「了承を得る」）  

   ３．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）１４：３０～  参加者 踊り手 ８名 サポーター ６名 

 懇親会 「『夢庵』浦和東口店」１６：００～  参加者 １６名  

      （ⅱ）押田先生の講演会（１４期担当） 目撃者とＤＮＡ型鑑定「科学の進歩と真相究明」 

           日時：平成３０年９月１４日（金） 開演１０:００  開場９:３０ 

           場所：武蔵浦和サウスピア ９Ｆ 多目的ホール 

           講師：法医学の権威 押田茂實先生（日大名誉教授） 

           整理券：１００円（７月の理事会で代金と引き換えに整理券をお渡しする予定。） 

           申込：加藤、佐藤、並木、松尾(和)、村田、狗飼、葉山、島崎、松尾(康)、吉成、 

白石、福島(玲)、小野塚、松本、吉川、宮城、山城        １７名 

      （ⅳ）北浦和校協議会演芸会について 

・別紙１＜北浦和校協議会第５回演芸会＞「開催案内及び出演者募集のお知らせ」 

・出し物について（８月理事会までに、具体的演目、必要時間について決定。） 

・笹川会長…目下の案としては、 

① 『９期のど自慢』（全体参加の演目）   （名称は別途検討） 

         （例えば、上手い人の歌に「鐘一つ」とし、「なんで俺が鐘一つか」と歌い手が 

司会に迫り、場を面白・可笑しく盛り上げる。…といった具合に。) 

 ② 南京玉すだれ（衣装をどうするか？演技者の了承が得られれば？） 
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        ③ 民謡を歌う(有志) 

     などですが、 面白く仕上がれば良いのですが？        

      （ⅴ）連合会文化祭について 

        ① 芸能発表会について 出演しないので説明を省略 

        ② 作品展について   別紙２『「第２７回文化祭作品展」開催のご案内』 

  (ⅵ) 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９：３０～１２：００まで。 

          ７月２日  阿部、野口、松本、中村（究）（実施済み） 

          ７月９日  村田、福嶋、矢口、吉成（実施済み） 

         ７月２３日  廣瀬、松尾（康）、野口、笹川 

         ７月３０日  尾熊、金子、白石、宮城 

      （ⅶ）ふれあいコンサート（８期担当）  

           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：大山、加藤、佐藤、松尾、狗飼、葉山、浅賀、双木、廣瀬、松尾（康）、森田、吉岡、 

              西村、福島（玲）、小野塚、松本、井関、大塚、宮城、若宮、笹川、山城 ２２名 

      （ⅷ）（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～（開場９：１５） 

           場所：武蔵浦和 サウスピア ９Ｆ 多目的ホール 

           整理券：５００円 

           申込：大山、狗飼、葉山、田中、西村、金子、千原、矢口、白石、福島(玲)、 

甲斐、吉川                           １２名 

（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） 

      （ⅸ）サックス四重奏「ジャズへの誘い」（１4期担当） 

           日時:平成３０年１０月３０日（火）１４：００～１５:４５（開場１３:３０） 

           場所：武蔵浦和 サウスピア ９F 多目的ホール 

           演奏者：しらこばと音楽団 

           整理券：２００円 

           申込：野中、大山、加藤、佐藤、葉山、浅賀、廣瀬、松尾(康)、森田、吉岡、 

              後藤、田中、西村、矢口、福島(玲)、大熊、小野塚、松本、甲斐、中田、 

              吉川、宮城、山城                          ２３名 

              （整理券等詳細については、後日連絡します。） 

      （ⅹ）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） 「１６レ―ン」を予定。 

           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） 食事会について 

日時：平成３０年８月７日（火）１２：００～１４：００（受付開始 １１：３０～ ） 

          会場：「木曽路 大宮店」 

          会費：２,５００円（乾杯用ビールを含む）  参加予定者（５３名）   

１班（７名） ３班（８名） ４班（２名） ５班（３名） ６班（７名） 

青木 晴子 

栗井 康雄 

武井 照行 

山田 榮三 

神田富士子 

藤木 啓子 

野中とよ子 

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 

浅賀 民枝 

廣瀬 京子 

後藤 直子 

島田 元子 

西村 順子 

阿部 國雄 

尾熊 照子 

金子 和生 

千原 悦子 

野口 茂雄 

吉成  誠 

設楽スギ子 
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 葉山 正孔 

７班（３名） ９班（７名） １０班（４名） １１班（６名） １２班（６名） 

野崎 由和 

福島 玲子 

三輪 榮作 

大熊 義昭 

小野塚憲明 

高木 友春 

栁澤美智子 

藤田 正二 

松本 康夫 

吉野 久子 

中田ちい子 

若井 正雄 

坂本 静子 

吉川 文子 

井関  治 

大塚 敏子 

高田すゑ子 

宮城  章 

山下 秋恵 

若宮三惠子 

笹川 幸雄 

古澤 悦子 

山城 文子 

渡部トミ子 

中村  究 

 中村 洋子 

 

（ⅲ）さくら草の会の活動について 

① 道路清掃の件 

・７月期 道路清掃 ７月４日（水）  参加者 １９名  

・９月期 道路清掃 ９月５日（水） 

     集合時間・場所：１０:３０ ふれあい館ロビー。 

     出来るだけ多くの方のご参加をお待ちしています。 

軍手、ゴミ袋、トングなどは集合場所に準備しております。 

         ◎ 道路清掃「中止の場合」の判断・・・前日の１８：５３～ＮＨＫ「関東地方の気象情報」で 

               さいたま地方の「９：００～１２：００」に傘マークが付いていたら「中止」する。  

               ということで、各自ご判断いただきたい。 

        ② 施設訪問の件 

          ・「アズハイム」訪問 

           実   施   日 ：平成３０年７月２５日（水） 

           集合場所・時間：埼京線「中浦和駅改札口」１３：２０ 

                    （参加予定者） 野中、佐藤、浅賀、松尾（康）、森田、後藤、野口、矢口、白石、小野塚、 

松本、吉野（久）、若井、井関、宮城、笹川、中村（究）、中村（洋） 

以上 １８名 

          ・「けやきホームズ」訪問 

           実  施  日：平成３０年９月１９日（水）   

           集合場所・時間 : 埼京線「中浦和駅改札口」１３：２０ 

           参加申込 : 各班は、参加希望者を８月１０日（金）までに総務部野中までご連絡ください。 

          ・「夢たまデイサービス」） 

           実  施  日 ：平成３０年１０月１３日（土） 

           集合場所・時間 ：北浦和駅東口「クイーンズ伊勢丹」横バス停 １３：１０ 

           参加申込：各班は、参加希望者を８月１０日（金）までに総務部野中までご連絡ください 

（見学希望者） 施設訪問でどんなことをしているのか知りたい方は、施設を指定下さっても 

結構ですから、見学希望をお申し出ください 

        ③ 「浦和北公園ふれあいまつり」ボランティア募集の件 

          募集日時及び人数：（ⅰ）8月 24 日(金) 9:00～13:00 運び込み   数名 

                   (ⅱ) 8 月 26 日(日) 9:00～16:00  受付・案内  2 名 

                   （ⅲ）  〃       〃    昔遊び   2 名 

                   （ⅳ）8月 27 日(月) 9:00～12:00 運び出し  数名 

          参加申込：各班は、参加希望者を 7 月 23 日(月)までに矢口までご連絡ください。 

(矢口：tel/fax 048-883-8511 携帯電話 090-8511-3325) 

 

（２）企画部 

平成 30年度「広場・散策」の実施および予定の報告        

 １）「実施結果」 

平成３０年６月度「広場」 ６月１２日（火）グランドゴルフ体験パートⅡ ：参加者１８名 

平成３０年６月度「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」 

                  ：参加者 １８名 
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平成３０年７月度「広場」  7/10  寄席のお誘い（国立演芸場） ：参加者 ２６名 

        ２）「予 定」 

   平成３０年７月度「散策」 7/24   武蔵丘陵森林公園(中止) 

平成３０年 8 月度「広場」 8/     企画事項があれば申し出てください。 

       〃   「散策」 8/28  「介護すまいる館」見学と福祉の学習  

平成３０年９月度「広場」 9/11    暑気払い及び懇親会（大宮そごうビヤガーデン） 

      〃   「散策」 9/25  横須賀市「無人島・猿島」⇒「横須賀の散策と軍港クルーズ」 

                  に変更する。 

３）７月２０日理事会終了後（16 時前後）「連絡会」を開催する。 

   （１０月度～１２月度分までの計画を決定したい。） 

（３）ＨＰ委員会  

   「ＨＰ委員の会員募集」 但し、パソコンでエクセル、ワード等が取り扱える方。（各項目を管理者 

     に任せ運営する事を検討する。） 

 

３．連合会及び北浦和校協議会の報告 

（１）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） 

（２）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（北浦和協議会担当） 

  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  

 （１）「さいたま市浦和区役所高齢介護課」からボランティア募集 

別紙３「いきいきサポーター養成講座」受講者募集！ 

     （２）「浦和区中部圏域市域包括センタージェイコー埼玉」からボランティア募集 

     別紙４「北浦和小学校放課後児童クラブとの交流の件 

 （３）「国立劇場」からのご案内 

     別紙５「国立劇場での歌舞伎観劇について」 

      開催月日：平成３０年１２月２０日（木）及び同年１２月２６日（水）１２時開演 

      申込：各班は、参加希望者を７月３１日（火）までに総務部野口までご連絡ください。 

 （４）「大宮校協議会」からのご案内 

別紙６「さいたま市消防音楽隊」の演奏会について 

 開催月日：平成３０年９月１３日（木）１０:００～１１：３０（ 受付９時３０分～ ） 

 申込：各班は、参加希望者を７月３１日（火）までに総務部野口までご連絡ください。 

     （５）「お知らせ」７月２６日（木）「歌う会」の場所を変更する。：浦和西口「まねき猫 浦和店」 

        場所等が分からない方は浦和駅改札を出たところに１３時５０分に集合（参加は自由） 

        「まねき猫」は基本料金（１千円前後）を支払えば、食べ物、飲み物の持ち込みは自由です。） 

 

（６）平成３０年度８月理事会 ８月１７日(金)１４：３０～ のびのびプラザ大宮 講座室 

                                        

 以   上 


