
平成 22 年 4 月度 「SA いけだ」 総会・定例会 議事録    ’10－04－12 
 
１、日時； 4 月 9 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； NPO センター 2F（さつき） 
３、出席者； 森川、伊藤、重松、澤井、木村、山崎、田村、木下、石井、和佐、榎本、村上、矢倉 

森川幸、藤井（敬称略・順不同） 合計 15 名 委任状欠席 1 名  
 
                        ― 記 ― 
  ＊司会進行、議長役の選任；  和佐義顕氏 
 １、会員数 19 名のうち過半数（出席 15 名委任状 1 名）の議決権数の確認をする。 
 ２、開会挨拶； 「平成 22 年度 総会にあたって」  別紙    －－－  和佐さん 
 ３、議題    ― 総会 ― 
   １）平成 21 年度 「SA いけだ」活動報告 －－－別紙    伊藤（作成） 
   ２）平成 21 年度 「SA いけだ」会計報告 －－－別紙    田村さん（作成） 
     ＊上記 2 件につき、出席者が内容確認のもと、拍手でもって、承認を得る。 
      
   ３）役員・幹事・SA 連協委員の選任 
    （SA いけだ）①会長            和佐 義顕氏（再任）   
                ①副会長（ボラ連担当）  伊藤 健司氏（再任）         
            ① 〃（企画・歌体操担当） 木下 榮子さん（再任） 
            ① 〃  （HP 担当）    榎本 龍弥氏（再任）    
            ①会計            田村 智代さん（再任） 
            ①書記（記録）        伊藤 健司氏（新任） 
            ①監査             重松啓司 氏 
             幹事（おもちゃ）      石井 恵子さん(再任) 
              〃 （傾聴）        山崎 瞳 さん（再任） 
              〃 （広報）        村上 弦二郎氏（新任） 
     

（SA 連協） ①理事長 ；和佐義顕 （再任）  ①理事；榎本龍弥氏（再任） 
            （企画委員会）おもちゃ部会；委員 木村 玲子さん（新任）  

健康増進部会；委員 森川 義純氏（再任） 
歌体操部会：委員 森川 幸子さん（新任） 

            （広報委員会） 広報誌部会；委員 村上 弦二郎氏(新任) 
                      ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ部会；委員 榎本 龍弥氏（再任） 
                      福祉 IT 部会；委員 榎本 龍弥氏（再任） 
                      都市環境部会；委員 和佐 義顕氏（新任） 
    ＊上記 役員・幹事 について、出席者の拍手でもって承認を得る。 
   

４）平成 22 年度 「SA いけだ」活動計画の決定――― 別紙   和佐会長 
  9 月の健康祭、1 月の社協の新春の集い参加の追加と研修・講習会は「なごみ」と 

連動する。市民活動への協力を検討をし実行していくを追加。 
  広報誌の発行は 9 月ごろ VT まつり直前までに発行する。 

    
５）平成 22 年度 「SA いけだ」収支計画の決定 －－－ 別紙  和佐 

    ＊上記 2 件につき、出席者が内容確認のもと、拍手でもって、承認を得る。 
    

＊以上でもって、総会を終了する。続いて、4 月度 定例会に移行する。 
 



 平成 22 年 4 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録             ’10－04－12 
１、日時； 4 月 9 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； NPO センター 2F（さつき） 
３、出席者； 森川、伊藤、重松、澤井、木村、山崎、田村、木下、石井、和佐、榎本、村上、矢倉 

森川幸、藤井（敬称略・順不同） 合計 15 名 委任状欠席 1 名  
 

21 年度総会に引き続き 22 年度スタートの定例会に入りました議事は下記の通りです 
 
                        ― 記 ― 
 
 １、4 月度 SA 連協 理事会  報告 
   （1） 会計決算報告、監査報告、会計監査、役員選任報告 承認された 
   （2） 3/18 のアクティブ歌体操フェアー2010 は寺島先生にお越し頂き SA 連協とのお付き 
       あいをしたいとのことで来年もぜひやろうという雰囲気はあった。 
   （3） 20 周年記念誌の発行は 5/6 、44 ページ。寄付、協賛金にて予算面は目途がついた。 
   （4） 高大募集状況は SA2 コース 地域は 40 名 伝承玩具は 38 名 計 78 名で まだ人数 
       はゆれている。あと歴史考古学科が 40 名を切っている。 4/14 に開校式を行なう。 
 
 2、ボラ連報告（3 月定例会） 
   (1) 今年は役員改正の年です。次年度役員候補のグループは「サラリーマン OB 会」 
      「やまばと会」「アイリス」「だっこ」「フレンド」です。 

（2） 寄付金の使途も含め今年は助成金を 5～10 千円を考えたい。 
（3） 池田 健康祭は 9/5 に決定した。 

    
 ３、報告事項連絡 
   ＊ 1 名の会員から休会の申し出でがあり、休会扱いについて審議した。 
      会則改訂が必要であるが復会の期待を込めて当分はそれを尊重することにする。 
   【其の他】 

会員全員から今後の活動をどうするか？又個人での活動はは何をしているか？何かした

いことがあるか等発言してもらいました。 
以上 

 
 
 
 
 
 
 
   ＊ 次回 5 月度 定例会 は、5 月 14 日（金） 10 時～12 時 
      場所：NPO センターの予定 
      
 



  平成 22 年   「SA いけだ」 5 月度  定例会 議事録       ’10-05-17 
  １、日時  ； 5 月 14 日（金） 10 時～12 時   
  ２、場所；NPO センター  ２F  さつき      
   ３、出席者； 【順不同敬称略します】澤井、石井、重松、木下、山﨑、森川、森川（幸）、藤井、矢倉 

和佐、岸本、伊藤、木村 （計 13 名） 
＜議題＞ 
１、報告事項 
 １）5 月度 SA 連協 理事会 報告 
  ＊本年度の理事長の挨拶があった“再任にあたって思うこと”として和佐会長の理事長 

就任二年目の思いを読みあげられました。（配布資料あり） 
＊連協 22 年度活動計画予算は承認をもらえたこと又その新しい活動計画を実行する 

    決意表明もあった（配布資料に内容あり）。活動方針として「和やかに楽しむ」と双方 
    方向の活動又魅力ある SA を目指す宣伝活動をする。計画の中でのアクティブシニアーフ

ェアーは 10/30 に実施するも機構の名称を変える予定。 
  ★高大の SA コースについて本年度 2 コースの科目の中に国際交流関連のコースが 
    あるべきの発言が会員からあった。 
 
 ２）4 月度 ボラ連 総会・定例会 報告 
   ＊総会は新役員、会計報告の承認などを経て終了した。助成金は寄付などもあり今  
     年は各グループに 10,000 円にすることが決まった。 
   ＊定例会で新役員の発表があり、本年度の活動の健康祭の出展を従来どおりでよい 
     か発言があった。今後の定例会で検討していく。 
  
  3）其の他 
   ＊連協としても SA いけだが集計したような 17 分類の活動のように時間と活動の区 
     別を定量化し「見える SA 活動」を作る必要を考えている。 
   ＊助成金申請中のもの歌体操関連で大阪ガスなど 3 件を申請中です。 
   
 2、検討事項 
  1）出前講座の件（6 月度定例会で予定する） 
    ＊「五月山の保全と活用」という里山保全活動の講座があるのでそれを考えてみる。 
 

2）部会活動の件 
 ＊ポプラ神田で神田地区福祉委員からの依頼の慰問を 4 月 11 日に 5 名参加し 
  折り紙を講習をする。ポプラの利用者も参加し喜んでもらった。 

＊部会活動ではないが、池田土木事務所の活動で、花一杯運動、緑のカーテン運動 
などのボランティアでの参加も検討に値するのでは云々の討議をした。 

 
  3、連絡事項 
    ＊巽健康ﾌｫｰﾗﾑと寝屋川 NPO 主催で堀田先生の講演会其の他チラシを廻した。 

以上 
 
 次回 6 月度定例会は 6 月 11 日（金） 10：00～12：00 NPO センター会議室 
 出前講座を予定しています・・・・・終了後 懇親会を兼ね昼食会を行ないます。 
 



  平成 22 年   「SA いけだ」 6 月度  定例会 議事録       ’10-06-14 
  １、日時  ； 5 月 14 日（金） 10 時～12 時   
  ２、場所；NPO センター  ２F  さつき      
   ３、出席者； 【順不同敬称略します】澤井、石井、重松、木下、山﨑、森川、森川（幸）、藤井、矢倉 

和佐、村上、伊藤、木村 （計 13 名） 
 
◎出前講座：「池田五月山の自然」     大阪府森林保全委員池田担当 辻 郁子氏 
 
★ 会員 高橋 久夫さんが去る 5 月 26 日 ご逝去されました。本日全員で黙祷を捧げご冥福を 

お祈りしました。 
 
＜議題＞ 
１、報告事項 
 １）6 月度 SA 連協 理事会 報告 
  ＊アクティブシニアフェアについて行政から離れる形で「大阪アクティシニア協会」を 
    創設した。フェアー事業部会で本年のフェアーを開催することになった。 

＊高大受講生との交流会は地域ブロックごとに行うことに決定する。６月２８日に豊中で行な

う。 
    
 ２）5 月度 ボラ連 定例会 報告 
   ＊新役員の紹介があり新役員が議事を進められた。      
   ＊本年度の健康祭りはある程度販売商品の調達にめどがついたので例年通り実施する。 

＊新年度に当たり各グループの自己紹介を兼ね活動内容を説明した。 
＊会からの助成金 10,000 円 貰いました。 

  
  3）其の他 
   ＊SA の活動が歌体操などテーマ型ボランティア活動に集中しすぎているのではないか！本

来の SA 活動は、地域型ボランティア活動であるべきではないだろうか？。 
   ＊今後の議論のテーマとして、意見交換をしていきたい。 
 2、検討事項 
  1）SA いけだ活動状況の PR について 
    ＊村上さんからパワーポイントで紹介する原案を示してくださいました。これを近々に広報委

員会で検討し作成し先ず高大生との交流会での発表を目指す。 
 

2）個人活動記録について 
 ＊現在書記のほうに集約している個人活動記録は２１年度で終了し本年度からは会員の自

己管理ということにする。次回からは、希望者による個人活動の発表をしていくこととする。 
  第一回目は重松さんの予定。 

  
其の他：会員の弔意などの方法について検討し、会としては関与せずそれぞれ個人 
の判断の任せることとして、定例会の場で弔意を全員で示すこととする。   

     
【昼食懇親会】おもちゃ部会の製作した「シーツ玉入れ」で全員でテストしてみた。 

以上 
 
 次回 ７月度定例会は７月９日（金） 10：00～12：00 NPO センター会議室 



平成 22 年 7 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       ’10-07-16 
 
１、日時；  7 月  9 日（金） 10 時～12 時 
２、場所；  NPO センター ２F  （さつき） 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 木村、澤井、山﨑、矢倉、森川（幸）、森川、榎本、石井、 
            藤井、村上、重松、木下、和佐  （計  13 名） 
 
                       ―  記  ― 
１、議題 
   １）事例発表（パワーポイント使用） 
     ① 「SA いけだ」 PR 資料－－榎本氏 発表 ・村上氏 原案（広報委員会 制作） 
       ＊高大受講生との交流会（６/28 於・SA 豊中） 説明紹介 実施（榎本、伊藤） 
           参加者；伊藤・榎本・石井・山﨑 ーーー ご苦労様でした。 
     ① 「池田地区コミニティー推進協議会」 活動内容の報告 ――― 重松氏 発表 
       ＊住民自治のモデルとして、自分たちのことは、自分たちで決めるという、条例に 
         基づき、住民税の１％の予算執行権を持ち、3 年目になる。 
       ＊「SA いけだ」会員の住居による校区は、７校区に属する。（全市では１１校区） 
           （ 池田・細河・秦野・北豊島・石橋・石橋南・伏尾台 ） 
       ＊校区間では、情報等 温度差がかなり見られる。住民意識の喚起が必要。 
 
   ２）報告事項 
     ① SA 連協 7 月度 理事会（７/1） 報告 
        ・高大受講生との交流会（8 地区） 
        ・大阪アクティブシニア協会 運営委員会等 
        ・大阪府シルバーアドバイザー認定証 申請に係る要綱      等 
     ① ボラ連 6 月度  定例会（６/19) 報告 
        ・「第 19 回 池田市健康まつり 」 予算減額により、規模縮小して実施   等 
     ① その他 グループ 報告   
        ・「認知症 キャンペーン」の依頼 （大阪府健康福祉部 介護支援室） 
        ・「精神障がい者への理解と支援」 ”こころの健康相談”（大阪府池田保健所） 
         ＊相談（訪問）は、まず 電話でする。精神保健福祉相談員（ケースワーカー）、保健師が 
           同席（同行）し、相談（訪問）する。 
         ＊相談内容例；統合失調症、うつ病、認知症、アルコール依存症、引きこもり、発達障害等 
   ３） 検討事項 
      ① SA 活動について； 地区 SA は、地域型ボランティア活動の中間支援組織という位置づけ。 
            その地区にテーマ型ボランティア活動の展開がある。 部会等の活動例 
      ①会員増加策について； 口コミ、 一本釣り等 マンツーマンで 囲い込みを図る等 
      ①出前講座など研修に、社協（南野さん）、保健所 のプレゼンをお願いする。 
   ４） 連絡事項 
      ①各種 イベント案内； １）近畿ろうきん公開講座 ・現代大阪の原点を考える （8/30,/31） 
             ２）NPO 法人 ふれあいサポート 主催 夏期オープン講座 （8/4～７（４日間））    
             ３）NPO 法人 大阪府高齢者大学校 主催 ”他人事でない老老介護”（実習講座） 
                       ８/26,27,9/1,2,3  （５日間） 
      ① 池田市 ”安心キット”のしくみ （池田市高齢介護課・地域包括支援センター） 
                                                       以上 
 
   ＊８月の定例会について； 日時 ８月 ２０日（金） １０時～１２時  ＊開催日の変更！！ 
            ＊出前講座として、 福祉 IT 部会 のプレゼン    
 



   平成 22 年 8 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       ’10-08-25 
 
１、日時；  8 月  20 日（金） 12 時～ 時 
２、場所；  NPO センター ２F  （さつき） 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 木村、澤井、山﨑、森川（幸）、榎本、石井、伊藤、村上、木下、和佐 
                                               （計  10 名） 
 
                       ―  記  ― 
１、議題 
   １）出前講座（パワーポイント使用） 
     ① ＳＡ連協 福祉ＩＴ部会－－榎本部会長 発表  
       ＊授産施設 ＨＰ 応援、 授産製品の紹介、販売支援 等 
       ＊HP 掲載施設は、 12 施設と  １ ショップ 
       ＊連協の部会活動の中でも、ユニークなＳＡ活動として、各地区の展開を期待したい。          
    
   ２）報告事項 
     ① SA 連協 8 月度 理事会（8/5） 報告 
        ・高大 来年度のＳＡコースについての意見交換会①インターンシップ制導入等 
        ・大阪アクティブシニア協会 理事会、フェアー等 
        ・大阪府シルバーアドバイザー認定証 申請に係る要綱      等 
     ① ボラ連 7 月度  定例会（7/17) 報告 
        ・「第 19 回 池田市健康まつり 」 担当グループ打合せ  等 
     ① その他 グループ 報告   
        ＊傾聴 ”なごみ”； 傾聴Ｖ基礎講座 （社協） 10/１、8、15（金） 1；30～4；00 福祉センター 
  
   ３） 検討事項 
      ①ボランティア祭り； 10/16（土） 10 時～16 時   昨年通り 
             ＊手づくりおもちゃの展示即売、パネル展示 ＳＡの紹介① 下記 打合せします。 
      ①能勢プロジェクト；高大 助成金 弥生村竪穴式住居 ① 池田か豊中へ移設の検討 
 
   ４） 連絡事項 
      ①各種 イベント案内；  ・ ＳＡ高槻 親子おもちゃ教室  
      ①大同生命 助成金 応募しましたが、入選ならずでした。 次回 挑戦！！ 
       
   ＊次回 9 月度 定例会開催 ；  9 月 10 日（金）   10 時～12 時 
                                                  以上 
 
 
 ＊「ボランティア祭り」 参加について、作品作り、パネル展示等 下記 打合せします。 
        8 月  27 日（金）  10 時 ～  14 時 
              ステーションＮビル  地下１Ｆ  分室 
       ＊出席方 よろしくお願いします。 会員各位の積極参加が求められています。 
       ＊作品 予定； ①風くるま ①傘 ①ヨーヨー ①ミニバック  
  
 



   平成 22 年 9 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '10-09-19 
 
１、日時；  9 月  10 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル  社協 分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 木村、澤井、森川（幸）、森川、岸本、榎本、石井、伊藤、村上、木下、 
                    矢倉、重松、藤井、和佐  （計   14 名）                           
 
                       ―  記  ― 
１、議題 
   １）報告事項 
     ① SA 連協 9 月度 理事会（9/2） 報告 
        ・高大 来年度のＳＡコース カリキュラムにインターンシップ制導入等 
        ・大阪アクティブシニア協会 シニアフェアー2010；  わんぱく広場 担当  8 団体 
        ・大阪府シルバーアドバイザー認定証 申請に係る要綱； 86 名で 75 名申請、認定する。 
        ・歌体操交流会； 北ブロック 10/25  高槻市民交流センター ７F 
                                          中ブロック  １/24   大阪豊崎東会館 
                   南ブロック  9/24      堺総合福祉会館  ４F 
                          *歌体操 フェスタ 2011 は、3 月までに、 南ブロックで開催予定。 
        ・HP 部会； HP アドレス 9 月 8 日以降 変更。今後は、ブログ の採用で、活発化を図る。  
        ・福祉 IT 部会； 授産施設登録 12 ヵ所、 授産ショップ １ヶ所 
        ・都市環境部会；花いっぱい運動（花プロ） 大型公共施設の見学検討 他 
        ・助成金；  おもちゃ 27 万円  歌体操 25 万円 （計 52 万円） 
        ・SA あり方委員会の設置；  9/23 開催 
        ・SA はびきの； 羽曳野市ボランティア協会から 13 名（SA 副団長）オーストリア等福祉施設 
                 視察に参加。   
     
      ①大阪府高齢者大学校 最近の動向 
        ・来年度 教科概要；本科 25 科目（1120 名）、実践７科目（270 名）ゼミ(30 名）計 1420 名予定 
        ・教室は、来年度より アネックス パル法円坂（旧大阪市立中央青年センター）に移転 
        ・募集要項；10 月末印刷完了 11 月大阪府政だより 12 月各市町村郵送 １/15 受付開始 
  
   ２） 検討事項 
      ①ボランティア祭りについて 
        ・広報誌； 11 月定例会配布予定  10 月末 原稿締切 A4 、４ページ他、（資料参照） 
        ・おもちゃ 作品等 午後 製作予定  
        ・パネル・チラシは、後日とするも、昨年のパネルでのベニヤ等は、使用しない。 
             チラシのフォームは、伊藤さん（案）を軸に検討する。 
    
   ３）その他 
      ①イベント；  12/10   高大 ”大阪ほんもの歴史講座”  
      ①アンケート 協力要請 ；  修了生へのボランティア活動等 次回定例会提出 
      ①SA あり方について；会員の増加策は？ 会の活性化は？  会議以外を希望  
               講演会等を修了生対象に開催してほしい。学校との協働を検討  
         ＊午後から おもちゃ  作り を予定。 
       
   ＊次回 10 月度 定例会開催 ；  10 月 8 日（金）   10 時～12 時 
            場所； 保健福祉総合センター 予定 
              
                                                  以上 
 



   平成 22 年 10 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       ’10-10-09 
 
１、日時；  10 月  8 日（金） 10 時～12 時 
２、場所；  池田市保健福祉総合センター ４F(会議室 ③） 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 木村、澤井、山﨑、森川（幸）、榎本、石井、伊藤、村上、木下 
                     矢倉、藤井、重松、和佐      （計  13 名） 
 
                       ―  記  ― 
１、議題 
    １）報告事項 
     ③ SA 連協 10 月度 理事会（10/7） 報告 
        ・高大募集要項；カリキュラム インターンシップ制取り組み等 
        ・アクティブシニアフェア 2010；10/30 大阪府庁新別館 わんぱく広場担当（警備；伊藤さん） 
        ・大阪府シルバーアドバイザー認定証； 申請 74 名 交付済  ＊丁寧に照合作業実施 
        ・歌体操部会； 南ブロック 9/24 実施済（堺） 北；10/25 高槻 中；１/24 大阪市 
        ・おもちゃ部会；中ブロック 11/3 寝屋川 北；11/20 万博 南； 11/26 堺 
        ・ブロック交流会 開催； 高大交流会 代表 3 地区決定、SA あり方の意見交換 他 
     ③ ボラ連 9 月度 定例会 （9/18)   
        ・健康まつり （9/5) 収支報告  
        ・「新春ボランティアの集い」社協とボラ連の共催で個人登録の方との交流会の提案 
            ③ 「SA いけだ」 としては、昨年同様に加え、提案内容で賛同する。 次回 10/16 
          ③大阪府高齢者大学校 募集； 府下市町村に広報掲載依頼（池田 12 月掲載予定） 
     ③社協  手帳； 3 冊 （山﨑・田村・伊藤） 申し込む 
     
    ２）検討事項 
     ③ボランティア祭り； 10/16（土） 10 時～16 時  （配置等昨年通り） 
        ＊手づくりおもちゃの展示即売、パネル展示 ＳＡいけだ・福祉 IT(授産施設）の紹介 
          ③ 内 3 点 北ブロック おもちゃ交流会に池田として、出展。 
            （参加メンバー ；石井・山﨑・藤井・木村（おもちゃ部員）－－よろしくお願いします） 
        ＊パネル・チラシ の検討； 午後から N ビルにて、榎本、村上、和佐 で検討。 
        ＊広報誌； ボランティア祭り 中心に編集 11 月定例会 発行予定 
        ＊作品名、価格 表示等  重松さん 作成方 よろしくお願いします。 
        ③ 前日の 15 日（金） 10 時～12 時 最終確認を N ビル で行います。 
        ③  当日 16 日 は、午前 9 時 テント 前 集合 してください。 
     ③池田土木事務所 地域支援課と打合せ；  SA 活動・SA いけだ・連協の紹介 等 
        ・花プロジェクト  呉服小学校（10/27) 地域団体等と事前顔合わせ 別途 
        ・SA 活動に関して、五月丘小学校より内容等 聞きたいとの要請があった。 
            ③ 日時 後日とするも、澤井さんと 訪問予定。 
 
    ３）連絡事項 
      ③各 イベント  ；  11/19 大阪城ウォーク  12/10 邪馬台国と難波宮 
  
 
                                                     以上 
   ＊次回 １１月度 定例会開催 ；  11 月 12 日（金）   10 時～12 時 
            場所；  NPO ｾﾝﾀｰ   ２F  （さつき）                                   
      
 



   平成 22 年 11 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '10-11-13 
 
１、日時；  11 月  12 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； NPO センター  さつき 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 木村、森川（幸）、森川、榎本、石井、伊藤、村上、木下、山﨑 
                    矢倉、重松、藤井、和佐  （計   13 名）                           
 
                       ―  記  ― 
 議題 
  １、出前講座； ”池田市社会福祉協議会について” 
               地域福祉課  茂籠（もろ）課長、 南野様   
   ＊資料にて説明。⇒社協は、誰もが、住み慣れた場所で、その人らしく暮らせる、地域づくりを目指す 
         ＊課題；⇒公社との合併による相乗効果を出していく。 
              ⇒公社時代の介護事業に関してのリスク管理を組織としてどのようにするか？ 
              ⇒自主財源をいかに増やしていくか？ 
  ２、報告事項 
     ⇒ SA 連協 １１月度 理事会（11/4） 報告 
        ・高大 来年度のＳＡコース カリキュラムにインターンシップ制導入 
        ・大阪アクティブシニア協会 シニアフェア 2010； わんぱく広場 担当 10／30 無事終了 
        ・高大 受講生との地域別交流会ー－  11／8 
        ・ブロック交流活動；歌体操 南 9/24 堺  北 10/25 高槻  中１／24 大阪市 
                            おもちゃ  ；11／3 中ブロック寝屋川 ／20 北ブロック高槻 26 南ブ

ロック 堺               
             歌体操フェスタ 2011 3 月 18 日（月） 堺社会福祉会館 
                  ・HP 部会； HP アドレス 9 月 8 日以降 変更。今後は、ブログ の採用で、活発化を

図る。  
        ・福祉 IT 部会；新規授産施設の開拓。⇒ くすのき学園   
        ・広報誌部会； シルバー通信 本日配布。 
     ⇒ボラ連  10 月度 定例会（10／16 ）  
              ”新春の集い”   1 月 15 日  当会は、受付等の当番を希望する。 
     ⇒大阪府高齢者大学校 ；募集要項 配布  口コミ等獲得目標数で管理。 
     ⇒”ボランティア祭り”  10／16 決算 売り上げ 4,350 円    繰越 6,910 円 
     ⇒ 広報誌発行  ；来月の発行  原稿等一部修正が入る。 
     
  ３、検討事項   
      ⇒会員資格 改定の件 ； 会の主旨に賛同される方の入会も認める。 
      ⇒新規ボランティア活動；池田土木事務所との協働（花プロ）、五月丘小学校科学フェアに参画 
                   ＊「紙ヒコーキ」の講習会を開催する。（大阪市 SA 前田さんに依頼する） 
                          12／6 か、13 午後、 広い会議室を探す。 
      ⇒HP のブログ 講習会；  12／3(金）9；30～12；00 保健福祉総合センタ IT 研修室 
      ⇒会員意識 －－－ 認定証 の評価⇒意欲の向上 等 
    
  ４、連絡事項 
      ⇒おもちゃ  北ブロック －－－ 11／20 万博記念公園 東の広場（吹田 70 周年 事業） 
          前日の 19 日（10 時～12 時） N ビル  分室にて、完成させる。         
       
     
      次回は、12 月  10 日（金） NPO センター 10 時～12 時 
                   終了後、昼食会を開催する。 
 



   平成 22 年 12 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       ’10-12-11 
 
１、日時；  12 月  10 日（金） 10 時～12 時 
２、場所；  NPO センター  ２F（さつき） 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 木村、澤井、山﨑、森川（幸）、森川、石井、木下 
                     矢倉、藤井、重松、和佐      （計  1１名） 
 
                       ―  記  ― 
１、議題 
    １）報告事項 
     ① SA 連協 12 月度 理事会（12/2） 報告 
        ・高大募集要項；大阪府内市町村 広報誌掲載状況 。池田市 12 月掲載済み。 
        ・高大受講生との交流会； 11／8   好評 
        ・ブロック交流活動； ”アクティブシニア歌体操フェスタ 2011”3／18  堺市社会福祉会館 
        ・「SA ありかた委員会」 3 回実施、まとめに入る。 アンケート 保留。 
        ・おもちゃ部会；北ブロック交流会 11／20 万博公園；おもちゃ教室 1 月 万華鏡 
        ・来年度役員人選； 役員会一任 承認。 選出方法の提案（ブロック交流会で検討） 
        ・会員資格の会則改定； ＳＡ修了者のほか、1 項追加（主旨に賛同等）提案（交流会で検討） 
        ・大阪アクティブシニア協会；ＮＰＯ化準備委員会立ち上げ。連協は、不参加。 
        ・高大法円坂事務室の共同電話参加にＳＡ連協 辞退する。必要性がないため。 
        ・大阪府介護情報・研修センター 閉鎖に伴う受け皿等、大阪府看護協会桃谷センター候

補。 
     ① ボラ連 1１月度 定例会 （11/20)   
        ・「新春ボランティアの集い」；ＳＡいけだ は、設営。参加者は、都合ありで なし。 
     ①大阪府高齢者大学校  報告；  23 年度応募状況は、出足遅い。高大のＨＰ参照。 
     ① ブログ研修会（榎本講師）； 12/3 福祉センターＩＴ室 11 名。 
       紙ヒコーキ 講習会（前田講師）； 12/9 コミセン 大会議室 9 名。 
       池田傾聴”なごみ”； 社協講座修了生から 3 名入会。4 月以降 1 名予定。 
 
    ２）検討事項 
     ①会員資格会則の件； 4 月施行を目指す。第 5 条（会員）に追加。主旨に賛同等とする。  
     ①池田土木事務所 協働ボランティアの件； 花いっぱい運動 来春予定。 
     ①五月丘小学校 科学フェアーに紙ヒコーキ倶楽部 参加。200 人対象。ＳＡより 3 人応援。 
 
    ３）連絡事項 
      ①各 イベント  ；12/17 高大文化祭（ビッグアイ） 2/４ いずみホール音楽会 
  
 
                                                     以上 
     ＊終了後、太郎兵衛寿司 昼食会 開催。 紙コプター他制作 
 
   ＊次回 来年 １月度 定例会開催 ；  1 月 14 日（金）   10 時～12 時 
            場所；  ステーション Ｎビル Ｂ１Ｆ(社協分室）                                  

               ＊場所は、ＮＰＯでは、ありませんので、よろしく。 
        
 



   平成 23 年 1 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-1-16 
 
１、日時；  1 月  14 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 社協分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、榎本、石井、伊藤、村上、木下、山﨑 
                    重松、和佐  （計   9 名）                           
 
                       ―  記  ― 
 議題 
  １、報告事項 
     ① SA 連協 １月度 理事会（1/6） 報告 
        ・高大 23 年度 講座 応募状況ーーSA2 コース 苦戦！存続の危機！ 
            池田市在住の応募者 13 名ーーー 人口比例か？ 
        ・大阪アクティブシニア協会 ＮＰＯ化準備  安居（ＳＡ箕面 会長）理事に推薦 
        ・ブロック交流活動；歌体操  中ブロック１／24 大阪市               
        ・アクティブシニア歌体操フェスタ 2011 3 月 18 日（月） 堺社会福祉会館 約 300 名参加 
                  ・HP 部会；ブログ の採用で、活発化を図る。  
        ・広報誌部会；あと１回 発行予定。 原稿要請あり。 
        ・高大現受講生に対し、入会勧誘活動を 13 日からスタート。カルチュアー全講座対象。 
        ・来期役員人選 －－－ ブロックより各３名（地区）計９名（地区）選出するも理事長未決。 
     ①ボラ連  12 月度 定例会（12／18） 報告 
              ”新春の集い”   1 月 15 日  当会は、設営他準備。グループ紹介。 
     ①大阪府高齢者大学校 ；募集要項 図書館に補充配布の依頼をＳＡ各地区にする。 
     ①ＳＡいけだ  ＨＰ 報告；  ブログ の投稿は、各人で行う。（他地区は、部会員が行う） 
                       再度、研修会を企画する。 
     
  ２、検討事項   
      ①会員資格 改定の件 ； 会の主旨に賛同される方の入会も認める。3 月度に改定案提出。 
      ①新規ボランティア活動；五月丘小学校 科学フェアに参画。紙ヒコーキ の製作 
            １／１8（火）午前中 5～6 年生（200 名？）＊伊藤、木下、和佐 参加。 
      ①講習会・出前講座・研修会等の開催； パソコン研修会等。別途、役員会で検討する。 
      ①高大カルチャーコースの受講生に入会の勧誘活動。池田市在住 ９人対象。 
      ①来期 役員人選 ； 見直しの検討。会長一期 2 年で、2 期満了。今後は？ 
    
  ３、連絡事項 
      ①第 3 回いずみ音楽会  （高大主催）； ティケット販売他 
 
                                                      以上        
       
      ＊次回 2 月度 定例会 2 月 18 日（金）  9 時 30 分～12 時 
                   場所；  保健福祉総合センター 4 階 会議室 
 
       ＊ そのあと、午後 1 時～3 時 ブログ 研修会 （同センター IT 研修室） 
 
     ＊お知らせ； 1 月 31 日（月） 9 時 30 分～12 時 臨時定例会 を開催します。 
                 前半は、 おもちゃ作り （藤井さん 他各位の指導） 
                 そのあと、パソコン研修会の進め方等意見交換をします。 
            場所； ステーション N ビル 北会館 ３階第３会議室 
 



         平成 23 年 2 月度 「SA いけだ」 定例会  議事録     ’11-02-20 
 
１、日時； 2 月 18 日（金） 9；30～12 時 
２、場所； 池田市保健福祉総合センター ４F 会議室（１） 
３、出席者； 森川（幸）、榎本、石井、木下、山﨑、藤井、重松、澤井、矢倉、 
   （敬称略、順不同）     岸本、伊藤、和佐、（見学； 竹内 、なごみ 会員）    計； 12 名    
                 ―― 記 ― ―                                
議題； 
  １、報告事項 
     ①府 SA 連協 ２月度  理事会 報告 
      １）NPO 法人  大阪府高齢者大学校 応募状況 の件  （2/15  現在） 
          ＊SA 地域 －－ 21 名 伝承玩具－－ 19 名     2 コース共 開講。 
            2）高大受講生（カルチャー科目）に地区 SA に入会説明をする件 
        ・参加ーーー 19 地区  検討中ーーー4 地区  不参加ーーー1 地区 
      3）SA コース 現受講生の地区 SA 入会 の件 
        ・79 人中  29 人が入会  －－ 発表会時 最終的に 確認予定。 
            4)各委員会、部会 の件 
        ・SA 2 コース 学習成果発表会    2／28 
        ・アクティブシニア歌体操フェスタ  堺市社会福祉総合会館    3／18 
        ・おもちゃ 部会   3／15 
        ・HP 部会  ブログ開設地区 15 地区 
        ・福祉 IT 部会   授産施設の掲載 15 箇所に拡大。豊中地区他 拡販中。  
             5）「SA あり方委員会」  最終まとめ  3 月理事会報告予定 
      6）役員人選 ーーー  続行中 
     ①ボラ連 報告  －－－ 明日 2 月度 開催。 
     ①大阪府高齢者大学校 報告 
        ・募集委員会   ・教務部ーー教務委員会   他 
     ①「SA いけだ」 拡大役員会  報告 －－－ 検討事項 の内容 
 
  ２ 、検討事項 
      ①パソコン  研修会の進め方 －－講習会の開催  月 2 回 予定 （IT 講習室） 
        ・ 3/11(金） 午後 1 時 30 分～      3/24(木） 午後 1 時 30 分 ～ 
        ・ テキスト等 検討中 （榎本さん 講師役） 
      ①今後の出前講座・講習会・研修会等の開催  
         ・市役所の出前講座 継続 ・紙ヒコーキ、おもちゃ 講習会 ・ブログ 研修会 等  
      ①会則改定等組織の見直し ； 会則第 5 条（会員） 1 項の追加 ；  3 月度定例会提案 
            ・① 本会の活動趣旨に賛同される池田市在住の方 －－－。 
        ＊”大阪府主催の” 語句の削除① 大阪府の認証講座 の追記 他、  
        ＊役員人選の件 ； 3 月度 定例会 提案 検討。  
     ①定例会のあり方 ；  参加型の検討   意見交換をする。 
         ・フリートーク ーーー 情報提供の場・講習会・懇親会・個人の活動等紹介 他 
      ①助成金関係 ーーー今後、検討を重ね 挑戦していく。 
        ・池田市    ・大阪府福祉基金   ・ニッセイ財団  ・大同生命財団  
  ３、 講習会  （11 時～12 時） 
     ＊おもちゃ 「不思議なカード」 山崎さん・藤井さん 指導 
                                                   以上 
 ＊次回  3 月度   定例会   3 月 11 日（金）  10 時～12 時ステーション N ビル 地下         
 
 



         平成 23 年 3 月度 「SA いけだ」 定例会  議事録定議事録’11-03-20 
１．日時： 3 月 11 日（金）午前 10 時～12 時時 
２．場所： ステーションＮビル  地下社協分室 
３．出席者：（敬称略・順不同）澤井・榎本・石井・森川（幸）・木下・山崎・ 

   重松・矢倉・伊藤・村上・木村・和佐 ・計 12 名（見学；桝本）計 13 名 
 

――――   記  ―――― 
議題 

１．報告事項； 
  １）府ＳＡ 連協 3 月度 理事会 報告 

①高大応募状況；ＳＡ2 コース計 42 名（定員 100 名）3 次募集中。 
②高大カルチャー受講生へのＳＡ入会勧誘活動；テストケース、効果？ 
③アクティブシニア歌体操 2011 の件；3／18 堺福祉総合会館 6 階ホール 
④「ＳＡあり方委員会」最終報告の件 
⑤助成金の件；おもちゃ 大阪府福祉基金申請 
⑥来期理事長選任の件； 留任の承認 
⑦会員資格 改定案の件 

２）ボラ連  2 月度  定例会 報告 
         ・「新春ボランティアの集い」反省。アンケート集計結果他集計結果他 

３）23 年度社協ボランティアグループへの説明会 
・会員登録  ・ボランティア保険 ―― 今年度申込みから還付金なし 

２．検討事項 
１） パソコン研修会の進め方： 定例会の午後実施。他 1 日。 
  ・3/11 午後午 3/24 午後  保健福祉総合センター ＩＴ講習室 
２） 出前講座 の件： 5 月度 定例会 予定する。 
３） 会則改訂の件： 審議事項扱い   ＊ 

 ・本会の趣旨に賛同とするも、会員の出身母体等を項目に明示する。 
４） 池田市公益活動促進協議会 設立 10 周年記念 行事の件： 
  ・5／14（土）15（日）  コミセン 
  ・パネル展示・ 体験コーナー 等、参加で検討する。＊ 
５） 世話役等選任の件： 役割分担の検討 ＊ 

６） フリートークの件： 特にテーマなしで話していただく。 
＊別途、拡大役員会を開催する。 
 

＊＊次回 ４月度定例会は、総会として、４月８日（金） 
              ステーションＮビル 地下分室で 開催します。 

以上 
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