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2019 年 8 月 21 日 

2019 年度８月理事会議事結果報告 
 

開催日時：2019年８月１６日（金）  １４：３０～  

場  所：常盤公民館 講座室 

議  題： 

１．2019年度７月理事会の議事結果報告の確認 ⇒ 特に意見等なく了承された 

２．各事業部結果と予定(太字)等の報告 

 （１）総務部関係 

１）８月食事会 

     ・８月食事会：８月６日（火）「レガーロ」（新都心 ラフレ 15 F）12：00～14：00 

       ５３名参加  シルバーカード活用(乾杯の飲み物に適用)により、約 15,000 円残余 

     ・１０月食事会：１０月１日（火）「いかの墨」大宮店（大宮駅東口）12：00～（受付 11：30） 

       会費 2,500円  総務部担当：矢口 神田 浅賀 吉野  なお出欠を９月１３日（金）まで  

に班ごとにまとめて、矢口（090-8511-3325または toya472266@softbank.ne.jp）までご連絡 

下さい。（予約のみ済。詳細は現在詰めています。） 

８月食事会の残余金の一部を１０月食事会の飲み物への流用について理事会の承認を得た。 

 

２）ボランティア例会・クリーン作戦 

・８月ボランティア例会・施設訪問練習[８月７日（水）] 

  ・例会：10：00～10：20 １５名参加 ・施設訪問練習：10：20～11：48 １５参加 

 ・９月ボランティア例会・クリーン作戦 浦和ふれあい館 地下１階 第 2会議室 

９月４日（水）例会 10：00～10：15 クリーン作戦 10:15～11：00 

クリーン作戦終了後、施設訪問の練習を行います。［手品・曲芸、合唱など］ 

 

３）施設訪問 

     ・「けやきホームズ」（中浦和）訪問の参加者募集 

      ９月２７日(金) １４：００開始（13:15中浦和駅改札集合、13:30現地集合） 

  参加申込者 ＊１７名（募集は終了いたします。ありがとうございました。） 

  ＊≪参加者予定者≫（敬称略） 

   野中 加藤 浅賀 松尾康 森田 島田 金子 白石 野口 福嶋す 矢口 小野塚 

   松本 吉野 宮城 中村究 山城 

参加者には、後日詳細を送付いたします。 

 

４）新涼コンサート[マリンバ・エレクトーン演奏 いきがい大学浦和学園校友会行事への 

参加] 

８月２８日(水) ９：３０開演（9:15開場）武蔵浦和サウスピア ９Ｆ 多目的ホール 

       ＊１４名申込（申込受付は締め切りました） 

        1班：神田 3班：松尾和 4班：浅賀 双木 松尾康 5班：田中 西村 6班：野口  

福嶋す 矢口 7班：福島玲 9班：松本 11班：高田 宮城  

 

     ５）水彩画展ボランティア募集[2019年 10月 14日(月)～10月 18日(金) コムナーレ９Ｆ] 

      ≪未決定で現在募集中のもの≫ 

      ・受付 15日(火) 13:30～17:00 ０名  16 日(水) 10:00～13:30  ２名 13:30～17:00 ２名 

          18日(金) 13:30～17:00 ２名 

・片付け 18日(金) 17:00～18:00 ０名 

≪決定済のもの・参加者≫ 

・展示の準備（４名）14日(月)10:30～12:30 野口 福嶋 田中 矢口 

       ・受付  15日(火) 10:00～13:30 小野塚  13:30～17:00  浅賀 
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17日(水) 13:30～17:00  松本 尾熊 

・片付け  18日(金) 17:00～18:00  松本 矢口 吉野 

 参加いただける方は、９月６日（金）までに 総務部矢口（toya472266@softbank.ne.jp 090―8511-3325） 

までご連絡ください。 

      

     ６）いきがい大学浦和学園校友会「浦連協 2019 年クラブ活動交流会」参加者募集（詳細は別添資料参照） 

①日時・場所：10 月 16 日（水）10：30～（受付開始） 浦和コミュニティセンター 多目的ホール(10Ｆ) 

②演目 

 ・クラブ活動交流会[10：30～社交ダンス・気功発表 12：45～コーラス・オカリナ演奏 友情出演： 

  いきがい大学入間学園 尺八＆民謡クラブ「鷹の会」] 

 ・特別公演（14：00～16：00）[二胡・ピアノ演奏 講談 落語] 

③申込受付 9 月 10 日(火)までに総務部矢口（toy2266@384.jp または 090-8511-3325 ）まで個別に直接申  

し込みください。 

④会費 300 円（9 月 20 日の理事会時に入場券と引き換えに徴収いたします。） 

今回は申込人数に制限がありませんので奮ってご参加ください！ 

 

    （２）企画部関係 

１）2019年度行事の実施結果 

   ・７月度「散策」 ７/２３（火）  江戸東京博物館   18名参加 

      ・８月度「広場」  ８/１３（火）  千葉市 泉自然公園 酷暑が予想されたため中止 

 

２）今後（当面）の予定  

・８月度「散策」  ８/２７（火） ＊気功体験会 １３時～ 常盤公民館 体育室  

  （参加申込み:２６名） 山田、野中、加藤、佐藤、松尾和、村田、浅賀、双木、広瀬、 

松尾康、後藤、田中、尾熊、金子、千原、野口、福嶋す、矢口、 

白石、福島玲、松本、甲斐、宮城、笹川、山城、中村洋（敬称略） 

・９月度「広場」  ９/１０（火）  ＊豊洲市場内部見学と豪華客船シンフォニー 

東京湾クルーズ 

・９月度「散策」   ９/２４（火）  ＊神田川ジャングル探検クルーズ 

・10月度「広場」  １０/８（火)    ＊川口市 スキップシティ   

・11月度「広場」  １１/１２（火)    飯能市 多峯主山ハイキング 

・11月度「広場」  １１/２６（火)    目黒 庭園美術館・自然教育園 

・12月度「広場」  １２/１０（火)     講演会（内容は未定） 

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

・１月度「広場」    １/１４（火)    七福神巡り 

・１月度「散策」    １/２８（火)     朝日新聞東京本社見学 

・２月度「広場」    （休み）  

・２月度「散策」    ２/２５（火)      タバコと塩の博物館・郵政博物館 

                     ・花王ミュージアム見学 

・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 

・４月度「広場」   ４/１４（火)      伊奈町 無線山（桜並木） 

・４月度「散策」   ４/２８（火)      千葉大学園芸部庭園・戸定が丘歴史公園 

・江戸川坂川のカヤック 

今月は来年度 4月までの行事すべて掲載したが、次月からは直近の行事に絞って掲載する。また、 

内容については、変更する場合もあるのでご承知おき願います。 

＊印は各人に案内パンフ配布済。  

 

（３）第９期一泊バス旅行について（案内書添付。各個人へは理事会で報告・確認後、各人に送付） 

      当初、福島県方面の裏磐梯五色沼方面という案もあったが、今からの手配では時期的に遅すぎるこ 
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とや費用面でも 25,000 円以上かかってしまうため、四万温泉方面に計画変更した。 

・日時：１０/２２（火）～２３（水） 一泊二日 

・集合・出発：北浦和駅 西口 ＮＴＴ前  出発：１０時００分 

・行先：群馬県・四万温泉とその周辺  宿泊先：四万グランドホテル 

・費用：２２，０００円程度（宴会での飲み物代は含まず） 

・参加希望者は、8月 23日(金)までに松本へメール等で申し込みしてください。 

以上の案でよいかどうかご意見を。⇒ 特に意義なく了承された。 

 

（４）ＨＰ関係 

  会員からの要請事項等があれば検討を行います。 

 

（５）北浦和協議会関係 

      １）参加のお誘いがあった行事について参加の意向確認及び参加するとした場合の手続きと会費相 

        当負担金、役割分担などについて 

① 「北協行事に対する参加・不参加」について各班からの意向確認発表の集計結果 

・参加したい ９名  ・参加しない ５４名  ・どちらでもよい ５名 

② 北浦和協議会の９月理事会（９月１１日（水））における野口会長報告の概要 

ⅰ）規約の改正及び北浦和協議会行事参加へのお誘いについて感謝。 

ⅱ）９期としては参加しないが、個人レベルで参加する。（要望） 

９期会員の総意で今年３月退会を決めたこともあって、参加を希望する者が多くはなかった。 

しかしながら、北浦和協議会会長からのご好意の参加要請でもあるので 9期としては参加し 

ないが、お誘いのあった行事については、９期会員全員に案内し、個人レベルで参加する。 

その取りまとめ等は全て野口が行う。 

        ⅲ）以上９期からの要望について、北浦和協議会からのご意見があればお聞かせ願いたい。 

③  9期として北協に対する負担費用(経費・会費？)の取り扱いをどうするか。⇒総会事案では  

ないか？また、費用負担については北協理事会においても触れないこととする。 

       

２）第６回演芸会のお知らせと参加（個人またはグループ）について 

（別紙「開催案内及び出演者募集のお知らせ」） 

①  9期としては参加せず、個人レベルでの参加とする。（参加の強制はしない） 

    参加を希望する者又はグループは、８月３１日（月）までに野口まで申し込みをして下さ 

い。 

    参加希望者は、『令和元年度「第６回北浦和校演芸会」出演申込書』（野口のところに用意 

してある）に必要事項を記入の上、９月７日（土）までに野口まで提出願いたい。 

②  参加希望者があった場合には、９月１１日（水））までに北浦和協議会に届け出ることと

し、演芸会に関しては、北浦和協議会対応も含めて全て野口が行うこととしたい。 

        ③ 野口連絡先：048-833-7232（自宅）、090-6934-3682（携帯）、 

shigeo-noguchi@ rainbow.plala.or.jp（パソコン・メールアドレス） 

                               

    （６）その他 

      「９期  掲示板９月号」の「9・10月の理事会」の開始時間が、「14：00」になっているが正しくは 

「１４：３０」ですので修正をお願いいたします。 

 

（７）９月理事会：９月２０日（金）１４：３０～ コムナーレ １０Ｆ 第６集会室です。 

（ 会場が変わっています。ご注意ください。）  

 以上 


