
1 

 

平成３０年度８月理事会議題・報告（追加・修正版） 

 

開催日時：平成３０年８月１７日（金）  １４：３０～  

場  所：のびのびプラザ大宮 講座室 

 

議  題： 

１．平成３０年７月理事会議題・報告の確認   ＊質問等が無いので了承を得た。 

２．第９期１０周年記念実行委員会の報告 

第３回実行委員会： 平成３０年８月 17日（金）１０：００～  浦和北公園内「楷楓亭」 

       記念行事の内容および「けやき」１０周年記念特集号の編集については（別紙参照） 

       内容に関して、班の皆様のご意見が有りましたら笹川までお知らせ下さい。 

          

 ３．各部の報告 

（１）総務部   

１）北協事業関係 （笹川会長） 

・北浦和校協議会演芸会について 

・演目内容決定 

① 寸劇（コント）『第９期のど自慢』（全員参加の演目） （名称は別途検討） 

男性メンバーに関しては、一部お願いしていますが、更に応募お待ちしています。 

女性の方へ、参加及び協力を興味のある方と話し合いを持ちたいと思います。 

期日及び場所：8月３０日 浦和コムナーレ９Fラウンジ １３：００～ 

是非ご参加下さい。 

② 南京玉すだれ 

  ③ 民謡を歌う(有志) 

  ④ 新舞踊 元井       

・お元気クラブの支援 

      ジェイコー埼玉「ころばん体操」の準備と手伝いを無事終了しました。 

         ７月２日： 4名、 ７月９日： ４名、 ７月２３日： ４名、 ７月３０日： ４名 

    ・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（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（和）、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  ２１名 

    ・（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、 

 １１名  （９月理事会で整理券を配布する予定） 

    ・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、宮城、山城 ２２名 

              （整理券等詳細については、後日連絡します） 
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    ・さいたま国際マラソンのボランテイア募集 

       １２月９日（日） メイン会場（スーパーアリーナー）での手伝いまたはコース（沿道）整理等 

         申 込：並木、村田、浅賀、松尾（康）、尾熊、福嶋、三輪、松本、吉野、笹川 

          尚、このボランティアは北協事業で 9期が担当するのでご協力をお願いします。 

    ・排尿障害に関する講演会（１６期主催） 

        ９月８日（土） １４～１５時  ふれあい館  講師 石井泰憲医学博士  無料 

    ・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。 

２）総務部事業関係 （野中副部長） 

      （ⅰ） 食事会について 

 日時： 平成３０年８月７日（火）12：00～14：00    「木曽路 大宮店」 

           ４８名の参加を得て 楽しい会になりました   

（ⅱ）さくら草の会の活動について 

① 道路清掃の件 

・８月期 夏休み 

・９月期 クリーン作戦：  ９月５日（水） 

     集合時間・場所：１０:３０ 浦和ふれあい館のシルバーキッチン 

     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。 

           ◎ 「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、各自ご判断して下さい。 

        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）１４：００～      参加者：１８名  

                   朗読、手品、南京玉すだれ、コーラスを披露し皆さんから喜んで戴きました。 

         ・「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 

           参加予定者：野中、浅賀、吉野、森田、矢口、松本、井關、若井 

         ・「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 

           参加予定者：野中、浅賀、松尾（康）、尾熊、福嶋、白石、吉野、若井、森田、矢口、 

松本、笹川 

        ③ 「浦和北公園ふれあいまつり」ボランティア 

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

                       (ⅱ) 8月 26 日(日) 9:00～16:00  受付・案内  （野中、松本） 

                       （ⅲ）  〃    11:30～16:30     〃   （白石、福嶋） 

                       （ⅳ）   〃     9:00～16:30  昔遊び   （矢口） 

                       （ⅴ）   〃    11:30～16:30     〃   （中村（究）） 

                       （ⅵ）8月 27 日(月) 9:00～12:00 運び出し  （矢口） 

（２）企画部 （松本部長） 

平成 30年度「広場・散策」の実施および予定の報告           

        「実施予定」 

平成３０年８月度「散策」 8/28  「介護すまいる館」見学と福祉の学習   参加予定 29名 

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。 参加予定 29名 

平成３０年 10月度「広場」 10/09 埼玉県比企郡吉見町  よしみコスモス  

    〃      「散策」 10/23  武蔵丘陵森林公園 
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平成３０年 11月度「広場」 11/13  筑波宇宙センターと筑波実験植物園 

      〃    「散策」 11/27 寄居みかん狩り 

平成３０年 12月度「広場」 12/11  妻沼聖天山歓喜院  

〃    「散策」 12/18  味の素川崎工場見学（10/1 日受付）と川崎大師参拝 

（３）ＨＰ委員会  

    「ＨＰ委員の募集」 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） 希望者は松本まで連絡して下さい。 

 

３．連合会及び北浦和校協議会の報告 （笹川会長） 

    8月の理事会はありません  

４.その他  

・「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 者： 中村（１班）、佐藤（3班） 

・「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 者： 田中、宮城  ２名 

    ・「お知らせ」 ８月の「歌う会」は夏休みとします。 

・「食事会」 10月 2日（火）ラフレ「彩賓楼」を予定しています。詳細は後日連絡 

 

 ９月２１日(金)  １０周年記念実行委員会     １０：００～ のびのびプラザ大宮 講座室 

   平成３０年度９月理事会     １４：３０～ のびのびプラザ大宮 講座室 
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