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平成３０年度１１月理事会議題・報告（追加・修正版） 

 

開催日時：平成３０年１１月 1６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１０月理事会議題・報告の確認  

２．第９期１０周年記念実行委員会の報告 

第６回実行委員会： 平成３０年１１月 1６日（金）１０：００～  楷楓亭（北浦和） 

・１０周年記念誌編集委員会の報告（井関） 

       ① 全員による「私のこの 10年」（２００文字コメント）は、一部を除き提出済。未提出の方に早めに 

提出をお願いしたい。 

       ② 連合会文化祭作品展に出品した１６名中、１１点を掲載予定。グループ作品を含め１種目１点とさ 

せていただきます。  

       ③ 大学院の「福祉専科」についても、紹介したい。 

       ④ クラブ活動の（思い出）については、一部未提出のとこは、提出方よろしくお願いしたい。 

・運営委員会の報告（松本） 

  ① 会員の参加予定者６９名に、招待者初代会長伊藤繁氏を入れて７０名となった。 

  ② パーティの「乾杯の音頭」は、「山崎 守」に変更、「歌の広場」の選曲は、故郷、学生時代、 

四季の歌、いつでも夢を、青い山脈の 5曲に決めた。      

 ③ 各班の余興も出揃った。（簡単に内容紹介） 

 ④ 施設訪問で行う「曲芸・手品・南京玉すだれなど」を披露する。  

 ⑤ カラオケや民謡その他の個人の余興の出演希望者があれば、各班でまとめて松本まで申し出て 

ほしい。（今月一杯を目途に）    

       

  ３．各部の報告 

（１）総務部   

１）北協事業関係 

・北浦和校協議会演芸会（１１／２６）について 別紙１「・・・演芸会プログラム」 

・９期の演目内容決定 

①  寸劇（コント）『第９期のど自慢』（全体参加の演目） 20 分 

②  南京玉すだれ  10 分 

③  民謡(11期と共演)  20 分 

       ○ 打ち上げ会 「夢庵」で１６：００から  会費２５００円 

         申 込：各班は、参加希望者を１１月２２日（金）までに笹川又は野口までご連絡下さい。 

      ・「世界遺産を楽しく学ぼう」（１１期担当）  

         日 時：平成 31年 1月 2４日（木）1０：００～ 

         場 所：ふれあい館（仮：予約未済）  料金は無料 

         申 込：各班は、参加希望者を１２月１４日（金）までの総務部野口までご連絡ください。 

      ・さいたま国際マラソンのボランテイア活動 

       １２月９日（日）  

メイン会場（スーパーアリーナー）での手伝 

   集合場所・時間：さいたま新都心駅西口(けやき広場側)    ７時４０分 

                浅賀、松尾（康）、福嶋、尾熊  ４名 

        コース（沿道）整理等（浦和エリア）  

集合場所・時間：鈴谷小学校 校門付近           ９時１０分 

                並木、村田、三輪、松本、廣瀬、笹川 ６名 （北協からその他に 8 名参加） 

         ○ 支給品については、北協演芸会の練習日など事前に配布予定。 
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・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。 

         変 更：７５歳以上の参加者（男女共）には、１ゲーム１０点加算する。  

              （女性は年齢に関係なく１０点加算は従来どおり。） 

         参加費：３,５００円（ゲーム代、貸し靴代、懇親会参加費込み） 

              （ゲームのみ参加 １,６００円、懇親会のみ参加 １,９００円） 

             なお、ゲーム代１,６００円の校友会負担については、１０月理事会で了承済。 

         参加予定者：加藤、松本、島崎、山下、柳沢、武井、笹川、大熊  ８名  

       ・第７回さいたマーチ 

         日 時：平成３１年３月３０日（土）（詳細については、決定次第説明予定） 

         会 費：１３００円 

         申 込：各班は、参加希望者を１２月１０日（月）までに総務部野口までご連絡下さい。 

             また、保険に加入する必要があるため年齢もお知らせ下さい。 

２）総務部事業関係 

      （ⅰ） 食事会について 

        ① 和食処「銀蔵」（新都心駅改札口前） 

 日時： 平成３０年１２月４日（火）１２：００～１４:００ (受付１１：３０～)    

 会費: ２０００円 （４人テーブルに２本の乾杯用ビールを含む） 

           参加希望者５１名（取り消しは１２月３日午後６時までに総務部野中まで） 

  １班（５名） ３班（８名） ４班（４名） ５班（２名） ６班（６名） 

青木 晴子 

栗井 康夫 

武井 照行 

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 

葉山 正孔 

島崎千枝子 

廣瀬 京子 

松尾  康 

森田 悦夫 

後藤 直子 

島田 元子 

阿部 國雄 

金子 和生 

千原 悦子 

野口 茂雄 

福嶋 すみ子 

吉成   誠 

７班（４名） ９班（7 名） １０班（４名） １１班（６名） １２班（５名） 

野崎 由和 

福島 玲子 

柳沢 武夫 

三輪 榮作 

大熊 義昭 

小野塚憲昭 

高木 友春 

藤田 正二 

松本 康夫 

山崎  守 

吉野 久子 

甲斐みよ子 

中田ちい子 

藤村 孝一 

坂本 静子 

井関  治 

高田すゑ子 

長谷川タイ子 

宮城  章 

山下 秋恵 

若宮美恵子 

笹川 幸雄 

古澤 悦子 

山城 文子 

渡部トミ子 

中村 洋子 

 

      （ⅱ）さくら草の会の活動について 

① 道路清掃の件 

・１１月期クリーン作戦： １１月７日（水） １６名参加 

（食品容器環境美化協会からの助成金６万円で購入した「シニア北浦和校９期」ロゴ入りの 

イエローグリーンの「ビブス」を着用してのクリーン作戦実施。） 

・１２月期クリーン作戦： １２月５日（水）です。皆さんへの周知をお願いします。  

     集合時間・場所：１０：３０ 浦和ふれあい館（３階シルバーキッチン） 

・ １月期クリーン作戦： １月９日（水）（１月のみ「第２水曜日」に変更しました。） 

② 施設訪問の件 

        ・「ファインハイム」訪問  

           実 施 日：平成３０年 11月 11 日（日）実施済み 

           参加者：浅賀、野中、阿部、松本、森田、矢口、野口、宮城、井関、小野塚、中村(究)、 

               中村（洋） １２名参加 
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・「そよ風」訪問 

           実 施 日：平成３０年１２月１４日（金） 午後～ 

       参加予定者：浅賀、野中、白石、福嶋、松尾（康）、吉野、松本、矢口、野口、井関、 

             宮城、中村（洋）、森田 

 

・「ハートランド」訪問 

       実 施 日：平成３１年１月２３日（水） １３:３０～１４：３０ 

       参加希望者：各班は、参加希望者を１２月１４日（金）までに総務部松尾（康）まで 

ご連絡下さい。（松尾(康)：自宅 048-863-5927   携帯 090-7239-1223） 

③「お元気クラブ」の支援（９期担当）（ジェイコー埼玉「いきいき１００歳体操」の準備と手伝い） 

実 施 日：平成３１年 ① ２月４日（月）  ② ２月１８日（月）  ③２５日（月）  

集 合 時 間：各日とも９時５０分 

       支援者募集：各班は、各日別の支援希望者を１２月１４日（金）までに総務部野口まで 

ご連絡下さい。 

（２）企画部 

平成 30年度「広場・散策」の実施および予定の報告       

「実施報告」 

        平成３０年 10 月度「散策」 10/23  武蔵丘陵森林公園  １５名参加 

                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 １９名参加 

        

「今後の予定」 

 平成３０年 11月度「散策」 11/27  寄居みかん狩り（参加希望者は 11/20松本まで） 

平成３０年 12 月度「広場」 12/11  妻沼聖天山歓喜院（参加希望者は 11/20 松本まで）  

〃    「散策」 12/25  味の素川崎工場見学と川崎大師参拝（参加は 11/30 松本まで） 

（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。 

                        希望者は松本まで連絡して下さい。 

    ・９期ＨＰの表示を変更しました。 

３．連合会及び北浦和校協議会の報告 

・「連合会 文化祭作品展」 平成３１年２月１６日（土）～１９日（火） 

    ９期 出品者   井関、田中、大熊、６班           

  総作品数 ２４７件（昨年 261件） 内 北協からは 28件 

   受付協力要請 各期 6 名 協力日 搬入時 2 月 16 日 9～13 時 搬出時 2 月 19日 14～17 時 

    受付協力者 笹川会長及び井関、田中、大熊（以上出品者）、阿部、吉成（以上６班） 

・平成３１年度（来年４月以降）「のびのびプラザ（大宮）」の使用変更 

・来年度入学者から、大宮校は大宮中央校に統合 

・その他情報  18期への講師派遣（１２月 4日）は 13，14，16期で対応、 

        連合会の演芸会受付は 11，16期から各 2名  

        赤い羽根募金 8，930円集まった 

        来年度の連合会の会長は北協が当番になるので、その意見交換した 

 ４. その他  

   ・次回理事会 

平成３０年度１２月理事会 1２月２1日(金) １４：３０～ のびのびプラザ大宮 講座室 

・災害募金 

  西日本及び北海道の今回の災害に対し、９期の１０周年記念行事の一環として募金活動の提案が、 

松尾和子さんからありましたので、1１月以降も引き続き皆さんの協力お願いします。 

   ・９期校友会総会及び懇親会  

     平成３１年４月１２日（金） 1０：００～  埼玉会館 

                  １２：００～ ファーマーズガーデン 
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