
                                    ’11‐04‐09 

平成 23 年 4 月度  「SA いけだ」総会＆定例会   議事録 
１、 日時； 平成 23 年 4 月 8 日（金）10 時～12 時 
２、 場所； ステーション N ビル  B1 社協ボラセン分室 
３、 出席者；（敬称略・順不同）澤井・重松・石井・木下・木村・山﨑・伊藤・榎本・ 

    矢倉・村上・和佐 ／計 11 名 （委任状； 藤井・森川（幸）） 
     （オブザーバー； 枡本・竹内） 

――――  記  ―――― 
１、（総会）会則第８条 
   ①議長選任； 和佐 
   ②審議に先立ち、a,オブザーバーの紹介・b,挨拶；「平成 23 年度 総会にあたって」 
 ＊審議事項；１）（第１号議案）平成 22 年度 活動報告 
       ２）（第 2 号議案）  〃    会計決算報告 
       ３）（第 3 号議案）平成 23 年度 活動計画（案） 
       ４）（第 4 号議案）  〃    会計予算（案） 
       ５）（第 5 号議案）  〃    世話役選任（案） 
       ６）（第 6 号議案）  会則の改訂（案）第 5 条（会員）の項 
 ＊各議案について、意見交換を行い、一部修正のうえ、拍手でもって、承認を得る。 
    （修正点）・語句の修正⇒ 活動報告  ブログ文言の削除 
         ・氏名の変更⇒ 世話役 幹事 「おもちゃ」でなく「さくらんぼ」とし、 
                   石井さんに修正。連協の現行は、木村さんに修正 
         ・会則；（１）下記講座の修了者並びに、本会の趣旨に賛同される方とする。 
               を ～在住するに、追記して、①～④を記載し、主催は、削除。 
             （２）～在住されている上記の講座の修了者並びに、本会の趣旨に賛 
               同、され、入会を希望される方とする。に修正。 
             ＊入会の条件として、「本会が認める」を入れるか？意見が出たが、 
              紹介者の善意を尊重することで、あえて、記載しないこととした。 
 
２、4 月度  定例会 
  １、報告・連絡事項 
   ①SA 連協 4 月度 理事会 報告； a）来年度 高大受講生 状況；大幅な講座開設。 
    応募者数 1838 名 ⇒ 合格者数 1436 名（内、SA コース 2 コース 計 43 名） 
    地域別；大阪市 463 名 池田市 16 名 ＊今後の会員獲得方法は、要検討。 
   ②ボラ連 3 月度 定例会 報告； 健康まつり 中止。 
  ２、検討事項； a、NPO センター10 周年記念 展示等出展の件；説明会後打ち合わせる。 
    b、出前講座；市歴史資料館田中館長に“小林一三と阪急“の題で依頼してみる。（6 月度） 
    c、定例会の運営他；池田の名所めぐり等の検討。フリートークなど。     

以上 
＊次回 5 月の定例会は、13 日（金）10 時～ステーション N ビルに変更します。食事会あり。 



平成 23 年 ５月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-5-26 

 
１、日時；  5 月  26 日（金） 10 時～12 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） 森川（幸）、石井、伊藤、村上、山﨑、重松、澤井、矢倉、 

竹内、木村、木下、桝本、和佐 （計 13 名）                           

                       ―  記  ― 

 １、報告事項 
  １）府ＳＡ連協 5 月度 理事会 報告 
     ① 「23 年度 活動にあたって」 配布資料説明 
     ② 審議事項：23 年度活動計画案（議案書）の説明・承認 ⇒ 承認 
     ③ インターンシップ（高大地域コミュニティ科）の案内 ⇒ ＳＡ泉州南が担当 
     ④ 高大との地域別交流会（案）の説明 ⇒ 渉外委員会にて対応 
     ⑤ 高大理事選任が立候補制となる ⇒ 安居理事なるも役員会にて再確認 
     ⑥ 連協の会則改定（4 項目）等の確認 
     ⑦ 歌体操部会 5／30 大阪駅前第二ビル 学習センター 
  ２）ボラ連 4 月度 定例会 報告                         
     ① 第 24 回定期総会 （3 階 健康教室） 
     ② ボラ連担当 募金額 349,983 円  カード他 売却金（2 月分） 1,064 円 
     ③ 23 年度 助成金 5 月度定例会時交付 ⇒ 10,000 円中 5,000 円は義捐金とする。 
  ３）NPO センター10 周年記念                         
     ① 参加団体：32 団体 
     ② 14 日は記念式典 
 
２、検討事項 
  １）NPO センター10 周年記念 ブース当番等 ⇒ ２日間終日 伊藤・和佐 
     １４日 AM 桝本・山崎  PM 山崎・木村 
     １５日終日 石井・藤井・森川 
  ２）出前講座の件：６月度 池田市歴史民俗資料館 田中館長 「小林一三と池田」                        

  ３）パソコン講座他 ⇒ 榎本講師と次回相談 
  ４）定例会 運営の件：定例会に望むこと 
     ⇒ 報告連絡、フリートークなど、ウォーキング、見学会、ミニ講演会等を組み入れる。 
 
３、連絡事項  
  １）広報誌 第４号 次回定例会時に発行予定 

・トップページ：１０周年記念行事参加    ・新入会員の紹介  他 
     以上 



平成 23 年 6 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-6-18 

 
１、日時；  6 月  10 日（金） 10 時 30 分～12 時 30 分 
２、場所； ＮＰＯセンター  ２Ｆ  さつき 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、榎本、石井、伊藤、村上、山﨑、重松、澤井、藤井、 
                     矢倉、竹内、木村、和佐 （計   13 名）                           
 

                       ―  記  ― 

 議題 
  １、出前講座；  ”小林一三と池田” 池田市立歴史民俗資料館 田中館長 
       ＊池田というより、阪急の創業当時の日本初が多い、経営商法を中心に、小林一三の 
        人となりを、写真や、ポスターなどで、紹介された。電車を走らせ、そこに付加価値をつける 
        やりかた、や、メディカルケアとして、病院（回生病院）まで誘致した。  
  ２、定例会 （11；30～12；30）                         
     １）報告事項 
       ?ＳＡ連協 6 月 理事会 報告 
         ・地域別交流ワークショップ の件 
         ・インターンシップ ； ６／６～７  （泉州南） 
         ・ブロック交流会  ；  理事の役割分担 他 
         ・各種委員会・部会 報告 ；  広報誌部会（メンバー不足）ＨＰ部会  福祉ＩＴ部会 
                  歌体操部会 ?藤川部長   （５／３０ 開催）   
                  都市環境部会 ?  ６／９ 第一回 開催予定 
         ・検討事項； ?同窓会共同機関誌 参画の件 
                  ?仮称「支援活動部」の設立 提案 ? 承認  
       ?ボラ連  5 月度 定例会 報告 ； 助成金交付（5,000 円） 
       ?ＮＰＯセンター 10 周年記念  報告? ５／14～15   延 9 人手伝い   
       ?広報誌 第四号 発行  ； 7 月 定例会時に配布。 
       ?傾聴”なごみ” ? 民生委員会の傾聴講座に協力。 
 
     ２）検討事項 
       ?パソコン講座の予定？ 
       ?各種講座の開催  ? ・紙飛行機 ・ 
       ?定例会の運営  ? 見学会 （津波・高潮ステーション） 
 
     ３）連絡事項 
       ?午後からのパソコン教室 
       ?7 月の定例会 の案内 ? ７／8  開催。 
                                               以上 



  平成 23 年 7 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-7-14 

 
１、日時；  7 月  8 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、榎本、石井、伊藤、村上、山﨑、重松、澤井、藤井、 
                     矢倉、竹内、桝本、木下、和佐 （計   14 名）                           

                       ―  記  ― 

 議題 
  １、報告事項 
       ?ＳＡ連協 ７月度  ブロック（北） 理事会 報告  （榎本副会長 出席） 
         ＊大阪府土木事務所  地域支援課 のプレゼン （茨木土木が代表プレゼン） 
         ・地域別交流ワークショップ（７/4) の件 
         ・インターンシップ ； ６／６～７  （泉州南） 
         ・各種委員会・部会 報告 ； 
                  歌体操部会 ?ブロック交流活動 北；SA 吹田   ・部会 ７/25   
                  おもちゃ部会?〃  中；１１/3 寝屋川        ・部会 ７/19 
                  都市環境部会? 10/15 キャンドルナイト（服部緑地公園） 
         ・同窓会共同機関誌 ；創刊号 団体紹介記事として発行。参画には、理事会承認がいる。 
         ・支援活動部 ；  吹田市青少年活動支援委託事業参画申請。   助成金申請 他 
       ?ボラ連  6 月度 定例会 報告 ；  視力障がい者のお話（不幸ではなく、不便である） 
       ?ＮＰＯセンター 第 1 回 井戸端会議 参加   
       ?広報誌 第四号 発行  ；  次回は、ボランティア祭り のあとを予定。 
       ?傾聴”なごみ” ? 民生委員会の傾聴講座に協力。７/6   鴨志田講師 
            ・ 伊藤さん作成の「SA いけだ」三つ折チラシ広報 講座参加者に配布（60 部） 
 
   ２、検討事項 
       ?出前講座の開催  ? ９月 定例会 ”バイオマス”  本庄さんに依頼予定。 
       ?各種講座の開催  ? ・紙ヒコーキ 折り紙教室？前田講師と相談予定。  
       ?連協 歌体操 交流活動 開催地の検討 ? 池田の場合を想定ーーー別途検討 
       ?連協  HP・ブログ の他地区の状況 ? 10 月度定例会で解説（榎本副会長） 
 
   ３、連絡事項 
       ?午後からのパソコン教室 
       ?8 月の定例会 の案内 ? 8／26 午後１時 津波・高潮ステーション（阿波座） 開催。 
       ?臨時 定例会（拡大役員会） ?  ７/22(金） 午後１時半～  （ステーション N 分室）                                        

          ・歌体操 池田開催の場合を検討  ・広報誌の件  ・高大生 入会勧誘活動の件 
          ・チラシの 検討    ・活動報告のあり方  ・会員獲得作戦？  ・グループ活動  他 
                                                
                                                  以上 



   平成 23 年  「SA  いけだ」  臨時定例会   議事録       '11-7-27 

 
１、日時；  ７月  22 日（金） 13 時 30 分～15 時 30 分 
２、場所； ステーション N ビル  地下分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 石井、伊藤、山﨑、重松、澤井、竹内、木下、和佐 
                                         （計   8 名）                           
 

                       ―  記  ― 

 議題 
  １、検討事項 
   ?SA 連協 歌体操部会 池田開催の場合 
     ・参加人数？ 100 名 ? コンベンションルーム   平日 17,000 円（午前 9 時～午後 5 時） 
           ほかに、小会議室（16 名）1,500～2,500 円 
 
   ?おもちゃカーニバル（SA 吹田 他主催）  ８/13（土） 11 時～16 時 
             阪急山田駅 東側 夢つながり未来館内  
       ＊池田より 桝本・藤井・石井・竹内・和佐 （山崎）参加予定  出し物；2 点（各 50 個）予定。 
 
   ?広報誌の件； ボランティア祭り（10/15 予定）を中心に増ページでいきたい。 
 
   ?チラシ の件； 三枚折 （伊藤氏原案）グループ活動の表現等 再検討 他。 
              配布置き場は、社協・公共施設・コミセン等を検討する。 
 
   ?高大同窓会連合 機関誌等の件； 理念違いの合同は、問題。 SA にこだわらない。 
          シルバー通信の合同への移行は、問題。SA 連協の独自路線でいけばーー。 
 
   ?高大受講生の勧誘活動の件；  選択肢としては、あるが、可能性は、低い。  
                「SA いけだ」としては、勧誘行動は、やらない。 
 
       ?会員獲得作戦の件； グループ活動の中から、誘い戦術・チラシ等で入会を勧誘する。 
                  グループ名等を前面に出して、後方でさりげなく「SA いけだ」を PR する。 
 
   ?グループ活動のあり方の件； 活動の場を拡げる等、定例会で、活動内容を PR する。 
                グループだけに、捕らわれない、オープンにしていくことが、望ましい。 
 
   ?活動記録 報告の件； 「SA いけだ」としての会員のボランティア時間を集計する。 
           作成フォーム等 案を検討する（伊藤さん） 
           ＳＡ 連協全体で、集計できれば、行政等に定量化で、ボランティア活動の実践活動を 
           報告できる。将来の SA 講座の開講も夢ではないかーー？ 
  
   ?10 月のボランティア祭り 出し物の件；  8 月 19 日（金） 午前 10 時～12 時 に 
              ステーション N ビル 地下分室にて、 内容他、おもちゃ 作りを検討する。  
 
   ＊8 月の予定について 確認しておきます。 
        １、8／19(金） 10 時から 12 時 N ビルで、ボランティア祭りの出し物についての打合せ。 
        ２、8／26(金）  高潮・津波ステーション （地下鉄 阿波座駅 下車 2 分程度。 
                  13 時現地集合 見学 あと、会議室で 8 月度定例会を開催します。 

                                               以上 



   平成 23 年 8 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-08-30 

 
１、日時；  8 月  26 日（金） 13 時～15 時 
２、場所； 津波・高潮ステーション（地下鉄 阿波座駅 ・大阪府西大阪治水事務所） 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、榎本、竹内、桝本、澤井、伊藤、木下、山﨑 
                    重松、和佐  （計  10 名）                           
 

                       ―  記  ― 

 議題 
     ＊見学会 の開催  午後 1 時～2 時 
       ・ビデオ 視聴   後、ガイドによる解説。 
 
  １、報告事項  午後 2 時～３時 
     ? SA 連協 8 月度 北ブロック理事会（8/4） 報告 
        ・全同窓会 共同機関誌の件； 各地区共 否定的が多い 
        ・高大 SA コース 地域コミュニティー科 地域別交流ワークショップの件 
        ・SA 認定書 申請作業の件；  8 月に大阪府へ申請 
        ・ブロック交流活動；歌体操 北・１１/25   南・９/12  中・10 月目標               
                    おもちゃ 北・8/13   
     ?ボラ連  ７月度 定例会（７／16） 報告 
     ?夏祭り・おもちゃカーニバル の参加 ；8/13  石井・藤井・山崎・竹内・和佐 （5 名）ブログ参照 
     ?ボランティア祭りの件； 8/19 実行委員会 開催 ；5 種類（計 200 個）    

        製作日程；9/2・9/9 定例会（NPO センター）・9/16・9/30・10/7・10/14(定例会） 
                                          
  ２、検討事項   
     ?パソコン講座の今後予定； 9/16 ・復習（9/22)    ・テーマの検討 別途 
     ?折り紙 ； 定例会のあと 隔月等で検討 
     ?紙ヒコーキ 講習会 12 月予定・五月丘小 科学フェアー（１/20)  
                              教室   2 月ごろ  開催を検討する 
     ?今後の定例会のあり方；各人のボランティア活動の紹介   
     ?活動時間等の集計方法  ボランティア活動に費やしている時間の全貌等を定量化する。 
 
 
       ＊次回（9/9)  NPO センター                                              
                                                     以上 



   平成 23 年 9 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-09-17 

 
１、日時；  9 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） 森川（幸）、榎本、竹内、桝本、澤井、伊藤、木下、山﨑、村上、矢倉 
                重松、和佐 （小計 12 名） 岸 （特別参加；9 期 地域コーディネーター）/計 13 名                  

 

                       ―  記  ― 

 議題 
     ＊SA 連協 各地区 ブログの紹介? いけだ； 登録は、タグとする。 
 
  １、報告事項   
     ? SA 連協 9 月度 北ブロック理事会（9/1） 報告 
        ・全同窓会 共同機関誌の件； 各地区共 否定的が多く、拙速である。時間が必要。 
        ・ブロック交流活動；歌体操 北・１１/25   南・9/12  中・10 月予定           
     ?ボランティア祭りの件； 確認； 10/16（日） 池田駅前公園  
                 9/24(土）13 時～ 参加メンバー 打合せ。（コミセン  ２F） 
           ＊おもちゃ 作品 制作等  

        製作日程；9/9 定例会（NPO センター）・9/16・9/30・10/7・10/14(定例会） 
                                          
  ２、検討事項   
     ?パソコン講座の今後予定； 9/16 ・復習（9/22)    ・テーマの検討 別途 
     ?社協 バザー へのパネル 展示の件； 4 枚 展示及び、チラシ 100 枚 用意、配布する。 
     ?個人活動等 紹介の件； ワークショップ形式で全員参加により、机上で分類等をしてみる。 
             （ボランティア活動を抽出して、その中で、此処に紹介説明を試みる。） 
           ? 来月の定例会では、このワークショップを中心とする。 
 
 
       ＊次回 10 月度 定例会は、10 月 14 日(金） 10 時～12 時 
                  場所； N ビル （地下 分室） 
                ＊午後から、ボランティア祭り の最終確認をする。                                             

                                                     以上 



   平成 23 年 10 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-10-16 

 
１、日時；  10 月  1４日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N 地下社協分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 榎本、竹内、桝本、伊藤、山﨑、村上、矢倉、藤井、石井、岸 
                     重松、和佐 （計 12 名）                              
 

                       ―  記  ― 

 議題 
  １、報告事項   
     ? SA 連協 10 月度 理事会 報告 (10/6) 
        ・大阪府介護支援課 古川課長補佐 挨拶； ”SA 活動に期待すること” 
        ・高大  木下募集委員長 依頼；・市町村広報誌 11 月掲載・募集要項の配布、口コミ等 
        ・ 〃   石渡 AS 依頼； インターンシップ 実施地区（１/30)の検討依頼 
        ・ブロック交流活動；歌体操 北・１１/25   南・9/12  中・10/17   *フェスタ 3/23(北区民センター） 
                 ・  〃        ；おもちゃ 中・11/3（寝屋川公園） 南・2/16  （河内長野） 
             ・アクティブシニア フェア 2011 ? 2/25 （大阪市教育会館） 
        ・同窓会構想 および 機関誌問題 ； 進行中につき別途 報告 
        ・支援活動部 助成金 運用 ；歌体操・おもちゃ活動への支援?10/20 打合せ予定  
     ?ボラ連 9 月度 定例会 報告 （9/17) 
                 ・「防犯教室」10 月定例会(10/15)   ・綿菓子機等の貸し出し 中止 
        ・さざなみコンサート 有料(＠500）12/10    ・グループ報告；「SA いけだ」会員資格変更の件 
     ?ボランティア祭りの件； 確認； 10/16（日） 池田駅前公園  10 時～16 時 
                    集合； テント張り等 8 時半～； 但し 9 時半までには、全員よろしく 
  ２、検討事項 
     ?「SA いけだ」三つ折 チラシ （伊藤案）；原案 了承 ? 社協 印刷 100 部 午後予定 
     ?社協 主催 個人ボランティアとの交流会 11/19(土） ； 「SA いけだ」として参加する。 
     ?懇親会 例えば、バスツアー（マイクロバス等で、近郊の工場見学など）  別途検討 
     ?個人活動等 紹介の件； ワークショップ形式で全員参加により、机上で分類等をしてみる。 
             （ボランティア活動を抽出して、その中で、此処に紹介説明を試みる。） 
        ? NPO17 分類にそれぞれ各人の活動をおいてみた。福祉・子供・まち・その他 等の順 
          ・それぞれの活動について、内容等の話が交わされた。 
          ・多種多様の活動が、見られ感心したり、多忙の様子が垣間見られました。 
         ＊次回は、特に、福祉部門について、内容等を考えてみたい。 
  ３、連絡事項 他 
      ?広報誌 原稿等  ；12 月発行予定。 ボランティア祭り等を中心とする。 
      ?豊中キャンドルナイト 2011 ；10/15 服部緑地公園内（緑地 オータムフェアー 10/14～16） 
             ?民生委員活動紹介；会員住所の担当委員名の紹介。 チラシ・地域包括支援センターの照会 
     
 
          ＊次回 1１月度 定例会は、1１月 10 日(金） 10 時～12 時 
               場所； N ビル （地下 分室）   ＊終了後 食事会 開催（”青冥”） 
                                                      
                                                     以上 
   午後から ボランティア祭り 最終確認を行う。 
    ＊一部 修正；?名称；キャップ?野球帽 ?価格；花ボール＠20?＠30 ランドセル＠100?＠300 



   平成 23 年  「SA  いけだ」  臨時定例会   議事録       '11-10-31 

 
１、日時；  10 月  28 日（金） 13 時 30 分～16 時 
２、場所； ステーション N ビル  地下分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 石井、伊藤、山﨑、澤井、木下、村上、榎本、森川、和佐 
                                         （計   9 名）                           
 

                       ―  記  ― 

 議題 
  １、検討事項 
   ?SA 連協 支援活動部 助成金 活用の件 
     ・歌体操 支援? 「SA いけだ」 担当 窓口 ； 榎本副会長 
          ・中央研修会 受講者 ； 森川さん  1 名 派遣 
          ・地区研修会  12 月より実施（別途 会場手配・ 講師は、支援部に依頼） 
             ＊研修参加メンバーは、当会 会員は勿論広く知人等にも参加を呼びかけてほしい。 
             ＊責任者の人選は、別途行う。 
          ・高齢者福祉ボランティア派遣 ； グループの「北摂２１」を中心に派遣先を決めてもらい 
                                メンバーもその中から登録する。 
          ・備品等の申請 ； 榎本さんより支援部に提出。（1～1.5 万円程度） 
     ・おもちゃ 支援 ? 歌体操 同様に 支援部との担当窓口は、榎本さんにお願いする。 
          ・備品等の申請は、藤井さんからの提案を加味して、榎本さんから提出。（1.5 万円程度） 
            なお、本備品等は、「SA いけだ」の「おもちゃ部会」の物であるゆえ、管理責任者を 
            決める必要があります。次回定例会にて決めたいと思います。 
 
   ?今後の行事等 予定の件 
      ・紙ヒコーキ 講習会 ； １２/９ (金） 午後１時～ （コミセン ２F 大会議室） 
             ＊定例会のあと、講師 前田さん ? 1/20  五月科学フェアー 
             ＊仮称 おもちゃ教室 の開催予定 ? ２～３月ごろ（折り紙とあわせて） 
 
   ?広報誌 発行の件      
      ・１２月 定例会 を目途。 「ボランティア祭り」・ 会員の声・授産施設の紹介や関係者の声・ 
      ・来年度の高大 募集要項の記事・ 会員募集記事  ・今後の計画等を中心にしたい。 
        ：記事の原稿をよろしくお願いします。   全体のページ数は、A4  ,5 枚程度目標。 
 
      ?活動の分類の件 
    ・先日の定例会時での提出枚数； 60 枚 
             内訳； １、福祉関係 27 枚 ２、子供関係 12 枚  ３、まち 関係 6 枚 
                 ＊福祉関係の中身について次回の定例会で検討。 
 
   ?懇親会等の件 
       ・定例会のあり方検討の中で、見学会など懇親会等を検討要請について、例えば、 
        マイクロバス（20 名程度； 36,000 円/台）で、見学・会食ツアーを考える。（次回検討） 
                                                       
                                                       以上 

    ＊11 月の定例会は、11 月 11 日（金）10 時～12 時  N ビル 地下分室 

                終了後 食事会を ”青冥” で行います。 



   平成 23 年 11 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-11-14 

 
１、日時；  11 月  11 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 社協ボラセン 分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 石井、森川（幸）、榎本、桝本、澤井、伊藤、木下、山﨑、村上、矢倉、藤井 
                    重松、和佐                     計 13 名                            

 

                       ―  記  ― 

 議題 
    １、報告事項   
     ? SA 連協 １１月度 理事会（11/10） 報告 
        ・高大  来年度 SA 講座についての説明； 2 コースから 4 コースに増設。 
        ・支援活動部からの説明； 歌体操 助成金の細部の確認・おもちゃ 助成金の確認  
        ・初心者向け、おもちゃ教室； 偶数月の第 2 火曜日 12/13 13;30～ 大阪ボランティア協会 
        ・歌体操 北ブロック交流会 11/25 午後 1 時～千里市民センター（阪急 南千里駅 すぐ） 
        ・高大 文化祭 12/9  ；  パネル展示 昨年同様  福祉 IT の活動紹介とする。 
        ・高大生 入会勧誘活動； 入会申込書 で一括窓口方式、 入会金＠2,000 円     
     ? ボラ連 10 月度 定例会（10/15) 報告  ；「防犯教室」  ・新春の集い  １/21 
     ?臨時定例会 (10/28)  報告； 別紙 議事録 参照 
     ?ボランティア祭り  報告 ；10/16（日）  売上 9,510 円 収支表参照。ご苦労様でした。 
                                        
  ２、検討事項   
     ?支援活動部 助成金活用 備品等の件； 榎本副会長のもと、歌体操・おもちゃの備品検討 
          ・備品等の管理責任者は、森川さんにお願いする。（主に北摂 21 グループ） 
          ・備品の保管場所は、共生サロンのロッカーを検討する。（現場確認する?榎本さん） 
     ?歌体操 地区研修会の件； 12/15（木）午後 1 時～3 時 コミセン ３F 軽運動室 
          ・参加予定者； 10 名程度。 初めての歌体操です。会員外の方も誘ってください。 
             ? 健康体操のイメージで捉えてください。 地区の意気込みが問われます！！ 
     ?仮称  おもちゃ教室 開催の件；  春休みの土曜日（小学生を対象） 
          ・内容は、折り紙と紙ひこーきを考える。 ・ 五月小の科学フェア（１/20) で PR する。 
     ?活動の分類（福祉分野）再検討の件； 来月の定例会で、試みる。活動の追加も加える。 
     ?懇親会の件； マイクロバスの 20 名程度 は、13 名の誤り。（先月の定例会議事録）  
          ・内容等検討する。 来年春以降？ 例；大山崎方面等 
 
  ３、連絡事項 
     ?高大  募集要項 他の件；12 月 市広報 掲載予定。口コミ 宣伝お願いします。 
     ?広報誌 記事等 お願いの件； 12 月定例会 配布予定。A3 １枚 + A4 1 枚 予定。 
        ・ボランティア祭り・募集要項・会員募集・授産施設の紹介・メッセージ・広告・会員の声など。 
 
 
                                                          以上 
              ＊終了後、 ”青冥” にて、食事会 開催する。  12 名参加  
 
       ＊次回 12 月度 定例会は、12 月 9 日(金） 10 時～12 時 
                  場所； NPO センター  ２F さつき 
           なお、午後 1 時から 紙ヒコーキ 講習会  当所 大会議室 で行います。 



   平成 23 年 12 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '11-12-11 
１、日時；  12 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） 石井、森川（幸）、澤井、伊藤、木下、山﨑、村上、矢倉、藤井、竹内 
                    重松、和佐                            計 12 名                            

                       ―  記  ― 

 議題 
    １、報告事項   
     ? SA 連協 １2 月度 理事会（12/1） 報告 
        ・ 支援活動部；歌体操  中央研修会 15 地区  24 名 
        ・おもちゃ部会  初級おもちゃ教室 (12/13 大阪ボランティア協会） 
                     *北ブロック  3 月までに SA 豊中が、主に行う。 
        ・歌体操部会 歌体操フェスタ (3/23)   出場締め切り 12/25 
        ・シルバー通信 １/15 発行予定 地区便りや、部会活動等 12/25 までに原稿提出（松本） 
                 ：地区活動だよりは、本日発行の「SA  いけだ だより」の「ボランティア祭り」を提出

（村上） 
     ? ボラ連 1１月度 定例会（11/19) 報告  ；・新春の集い  １/21 13；30～  総合センター 
        ＊SA いけだ 参加予定者；伊藤・木下・山崎・石井・竹内・和佐 （計  6 名  3000 円） 
     ? 五月小  科学フェア （１/20)  *紙ヒコーキ 題材で申請   後日、打合せ予定 
 
    ２、検討事項   
     ?支援活動部 助成金活用 備品等の件； 榎本副会長のもと、歌体操・おもちゃの備品手配中。 
     ?歌体操 地区研修会の件； 12/15（木）午後 1 時～3 時 コミセン １F 休養室 に変更する。 
          ・ 初めての歌体操です。会員外の方も誘ってください。 
             ? 健康体操のイメージで捉えてください。 地区の意気込みが問われます！！ 
        ＊参加予定者；森川・矢倉・藤井・伊藤・村上・木村・木下・和佐・他 3 名 （現在 11 名）    
     ?仮称  おもちゃ教室 開催の件；  春休みの土曜日（小学生を対象） 3/20 以降？ 
          ・内容は、折り紙と紙ヒコーキを考える。 ・ 五月小の科学フェア（１/20) で PR する。 
     ?活動の分類（福祉分野）再検討の件； 福祉分野 27 枚を大分類する。 
         ・17 分類にも分けられるものも出てくるが、集計しやすい分類でスタートして、適時、内容等 
          吟味しながら、個人・グループ活動の全体像を定量表示できる姿を目標とする。 
     ?その他；・おもちゃ部会参加費＠200 円は、「SA いけだ」で負担する。・会費以外の収入を！ 
 
    ３、連絡事項 
      ?高大  募集要項 ； 12 月１日 池田市広報誌「高齢者」の欄に掲載。 
                 ＊SA４コース  苦戦  口コミ勧誘願います。 
      ?”さざなみコンサート” 12/10  13；30～  （市民文化会館 アゼリア大ホール）                                                 

               協力金 500 円    「30 回 障がい者月間」 
 
                                                        以上 
 
   ＊定例会のあと開催；   紙ヒコーキ講習会  （午後 1 時半～  4 時）   ２F 大会議室 
     前田講師（大阪市 SA・紙ヒコーキ倶楽部）；伊藤・村上・木下・石井・山崎・森川・澤井・和佐/8 名                                                      

        題材； NASA オリジナル  スペースシャトル  他   ・謝金 ? 1,000 円 とする。 
 
       ＊次回 1 月度 定例会は、1 月 13 日(金） 10 時～12 時 
                  場所； NPO センター  ２F さつき 
           なお、午後 1 時から 地区研修会(歌体操） 当所 １F・休養室で行います。 



   平成 24 年 1 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '12-1-17 
１、日時；  1 月   13 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） 石井、森川（幸）、澤井、伊藤、木下、山﨑、村上、矢倉、藤井、竹内、榎本 
                    重松、和佐                            計 13 名                            

                       ―  記  ― 
 議題 
    １、報告事項   
     ① SA 連協 １月度 理事会（1/5） 報告 
        ・ 支援活動部；歌体操  2 月末まで地区研修会 経費請求。3 月中に報告書提出。 
                 ・アクティブシニア歌体操フェスタ 2012(3/23)   見学参加  
                         おもちゃ交流会   ；北ブロック  3/25   SA 豊中  蛍池公民館 
             ＊助成金 申請予定； おもちゃ・歌体操 
        ・歌体操部会 歌体操フェスタ (3/23)   出場予定 300 人目標 
        ・おもちゃ部会； 大阪ボランティア協会教室（初級） 世話役 藤井さん（北ブロック）  
        ・役員改選⇒ 来年度 理事長 選出  松本氏 （ＳＡ茨木） （20 期福祉ＩＴ） 
     ② ボラ連 12 月度 定例会（12/17) 報告  ；・新春の集い  １/21 13；30～  総合センター 
        ＊SA いけだ 参加予定者；伊藤・木下・山崎・石井・竹内・和佐 （計  6 名  3000 円） 
     ③ グループ活動；  「SA 北摂 21」   （介護施設・秦小でのキッズランド）      「なごみ」 
 
    ２、検討事項   
     ①支援活動部 助成金活用； 歌体操・おもちゃの備品手配（共生サロンで保管）管理台帳。 
     ②歌体操 地区研修会の件； 1/13（金）午後 1 時～3 時 コミセン １F 休養室 。 
          ・ 初めての歌体操です。会員外の方も誘ってください。 
             ⇒ 健康体操のイメージで捉えてください。 地区の意気込みが問われます！！  
     ③仮称  おもちゃ教室 開催の件；  春休みの土曜日（小学生を対象） 3/20 以降？ 
          ・内容、出し物は、幹事会等で決める。 
     ④活動の分類（福祉分野）再検討の件； 福祉分野 27 枚を大分類する。 
         ・17 分類にも分けられるものも出てくるが、集計しやすい分類でスタートして、適時、内容等 
          吟味しながら、個人・グループ活動の全体像を定量表示できる姿を目標とする。 
         ・伊藤 案で、しばらく進めていく。 
 
    ３、連絡事項 
      ①高大  募集要項 ； SA４コース チラシ作成 応募者少なく悪戦苦闘！！ 
      ②イベントの件； 音楽会 2/４    五月丘小学校 科学フェア１/２０（４名参加） 

                                                                         

以上 
 
             ＊次回 ２月度 定例会は、２月 10 日(金） 10 時～12 時 
                  場所； NPO センター  ２F さつき 
           なお、午後 1 時から 地区研修会(歌体操） 当所 １F・休養室で行います。 



   平成 24 年 2 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '12-2-11 
１、日時；  2 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） 森川、伊藤、村上、矢倉、藤井、竹内、榎本,重松、桝本、藤井、木村、和佐 
                                                    計 12 名                            

                       ―  記  ― 
 議題 
    １、報告事項   
     ① SA 連協 2 月度 理事会（2/2） 報告 
        ・ 来年度、高大受講生募集状況⇒ SA 講座 4 コースから 2 コースに変更予定 
        ・インターンシップ（１/30) 地域コミニティー科 ブロック別に代表地区 SA で実施。 
        ・在校生対象に入会勧誘活動（カルチュア含み）⇒ SA いけだ 1 名入会申し込み有り。 
        ・ブロック交流会；おもちゃ交流⇒2/16 (南）SA 河内長野 、 3/25(北）SA 豊中 
        ・歌体操部会 ；歌体操フェスタ (3/23)   出場予定 360 人超える状況 
            ⇒ 支援活動部より見学参加の要請がある。池田駅より実費支給する。5 人以上 
        ・おもちゃ部会； 生き生きエイジング教室（奇数月） 大阪ボランティア協会教室（偶数月） 
               （3 月 22 日（木）13；30～ ）             （2 月 14 日） 
        ・支援活動部⇒ 歌体操；中央研修会・地区研修会；箕面、守口 1 回目予定 
        ・第 5 回アクティブシニアフェア；2/25(土）大阪市教育会館 SA 連協；パネル展示、歌体操 
     ② ボラ連  1 月度 ；「新春の集い」（１/21) 77 名（内いけだ；6 名参加） ゲーム等交流会ほか 
     ③グループ活動 報告； 「なごみ」 北豊島地区福祉委員会(35 名）の傾聴講座に協力 
     ④１/20  五月丘小学校  科学フェア に参加（紙ヒコーキ倶楽部 協力） 
 
    ２、検討事項   
     ①北ブロック 交流活動 おもちゃ教室 の出し物⇒ ①ヨーヨー ②からくり人形 各 70 個予定 
            ＊3 月 9 日（金）定例会に牛乳パック持参希望。製作等日程は、そこで決める。 
     ②地区研修会(歌体操）今後の進め方⇒ 4 月以降も継続する。PR に努める（NPO の広報誌等） 
     ③仮称「SA なんでもあります」隊⇒ 社協との連携で各種のボランティア依頼に対応していく。 
        具体例；①１/26 呉服座観劇同行（伊藤・和佐） ・多機能型施設 ハ・ト時計 デイの利用者 
             ②2/7 （火）ガイドヘルパー（藤井・和佐）午後 6 時 池田駅から神田の自宅まで。 
               3 月まで火（和佐）・木（藤井）が、対応する。その先は、検討。 
             ③パソコン 操作 指導依頼 ⇒ 検討 
        ＊ボランティアのデパートというふれこみで、このような活動実績をふやしていく。 
         （社協 南野さんのボランティアセンターのようなコーディネイトの役割を担う） 
          皆さんに連絡しますので、都合のつく範囲で、時間を貸してください。 
     ③仮称  おもちゃ教室 開催の件；  春休み（小学生を対象） 3/20 以降？4 月？ 
          ・内容、出し物は、幹事会等で決める。 下記 予定します。  
     ④活動の分類  報告の仕方等 ⇒ 伊藤案でもって各自作成してみる。 
            ・決め事；①実働の活動時間とする ②当活動に関する準備時間は対象とする。 
                  ③会議や打合せなどは、該当する分類項目に含む。但し、SA いけだ、連協 
                    等の分類項目が複数ある場合は、17 分類の「その他」にする。 
    ３、連絡事項 
       ＊ 拡大役員会（幹事会）を予定します。⇒ 来年度の活動計画他 意見交換をします。 
         2 月 24 日（金）午後 1 時～  場所は、N ビル 地下 社協分室 
                                                     以上 
           ＊3 月の定例会は、3 月 9 日（金）午前 10 時～12 時 NPO センター2F 
                         終了後 1 時から 第 4 回地区研修会（歌体操） 行います。（１F 休養室） 



   平成 24 年  「SA  いけだ」  幹事会   議事録       '12-02-27 

 
１、日時；  2 月  24 日（金） 13 時～15 時 30 分 
２、場所； ステーション N ビル 地下  社協 ボランティアセンター 分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 伊藤、山﨑、木下、村上、榎本、森川、竹内、桝本、藤井、重松、和佐 
                                                     （計   11 名）                          

 

                       ―  記  ― 
     ＊石井恵子さんが、21 日夜 急逝されました。   ご冥福をお祈りいたします。   合掌 
議題         
  １、検討事項 
   ①春休み  おもちゃ教室 について 
      ・時期； 4 月 8 日（日） 午前 11 時～ 午後 3 時 予定 
      ・場所； コミセン 2F  大会議室 
      ・出し物； １）紙ヒコーキ ⇒ ・かぐや姫 ・型紙で作るヒコーキ ； （伊藤・和佐） 
             2）折り紙 ⇒ ・ミニバック  ・         ； （山崎・木下） 
             3）手づくりおもちゃ ⇒ ・風車  ・ブンブン こま（手まり） ； （全員） 
      ・数量 ； 各 20 個 
      ・製作開始等； 3 月 9 日 の定例会で打合せ。場所は、N ビル で行う予定。 
      ・呼び込み； チラシ、口コミ 等   要検討！！ 
      ・製作費用； 「SA いけだ」より支出。（さくらんぼの会 8,844 円 予定する） 
 
   ②来年度の活動計画について 
     １）歌体操 ； 現在の地区研修会の継続 （講師は連協 支援活動部に依頼） 
             ＊4 月の地区研修会は、 20 日（金） に変更します。 
     ２）おもちゃ ⇒ 春休み・夏休み・冬休み での子供おもちゃ教室の開催検討 
             ⇒ 紙ヒコーキや折り紙等おもちゃ作りを随時開催の検討 
     ３）出前講座； 市役所の出前講座を利用する。年間 3～4 回 
     ４）研修会、講習会 ； パソコン 講座の検討 
     ５）広報誌 等 PR チラシ ； 「SA いけだ だより」 年間 2 回  
                    ・Pr チラシ ⇒ 三つ折  内容の再検討 
     ６）懇親会・食事会等 ； 4 月 13 日（金） 総会   そのあと、食事会（太郎兵衛寿司） 
     ７）会員数 ； 森川さんは、奥さんのみ会員、田村さんは、長期欠席なるも会員扱いとする。 
              高大カルチャーの受講生 1 名 入会予定あり。 
                                                   以上 



   平成 24 年 3 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録       '12-3-10 
１、日時；  3 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） 森川（幸）、澤井、伊藤、木下、山﨑、村上、矢倉、藤井、竹内、榎本 
                    木村、和佐                            計 12 名                            

                       ―  記  ― 
 議題 
    １、報告事項   
     ① SA 連協 3 月度 理事会（3/1） 報告 
      １、NPO 高大  受講生募集状況⇒ 1867 名  SA ２コース受講生不明 
      ２、修了生入会勧誘活動⇒ 186 名 SA 入会 10 名(内 いけだ  1 名） 
      ３、SA 講座 学習発表会 (３/5)   ・第 5 回アクティブシニアフェア （２/25) 
      ４、アクティブシニア歌体操フェスタ 2012 ⇒ ３/23  ＊見学者には、交通費 支給。 
      ５、支援活動部；歌体操  3 月中に報告書提出。 助成金 申請済み（大阪府より推薦文添付） 
           おもちゃ ⇒ 助成金 (子供ゆめ基金  200 万円）・中央、地区研修会の開催 
               ＊伝承玩具のほか、理科的要素のあるおもちゃづくりも取り入れる必要ある。 
        ６、北ブロックおもちゃ交流会   ；  3/25 12；45～準備 13；00 開始（SA 豊中  蛍池公民館） 
                ＊１地区 2500 円 支給 （材料費 充当ほか） 
      ７、福祉 IT 部会； 授産製品販売（フェア 3 万円売り上げ）   
      ８、都市環境部会； 大阪府都市整備部との意見交換他、服部緑地でのイベントの件 
     ②ボラ連 2 月度 定例会 （２/18） ；・ポップコーン 廃却済み・寄付金 50 万円 
       ・新春ボランティアの集い⇒グループ紹介の内容の検討(特記事項他にする） 

     ②グループ、個人活動報告；「なごみ」3/25 総会・傾聴講座 リクエストあり。 

     ②｢SA  北摂 21」秦小キッズにおもちゃ活動の展開を検討「SA なんでもありーー」 

     ２、検討事項 

    ①地区研修会(歌体操）；4月以降も継続。4月は、都合により 20 日（金）9；30～12 時 

    ②「SA  いけだ」 第 1回おもちゃ教室；４/8(日）11時～15時 コミセン４F講習室 

      ＊4 月 6日(金）10時～ Nビル地下で、最終確認します。 

      ＊チラシ、ビラ⇒ 伊藤案で 100 枚印刷 各人口コミ等で誘ってください。 

      ＊材料費等は、「さくらんぼ」8,844 円を SAいけだの会計に含める。 

    ③支援活動部によるおもちゃ助成金の研修会活動に参加していく。 

    ④活動の分類； 榎本さん作成を参考に 3月分を確認して、4月より正式とする。 

                                      以上 

 
             ＊次回 4 月度の定例会は、総会の開催です。 
                  日時；  4 月 13 日（金）  10 時～12 時 
                  場所；  N ビル 地下 社協 ボラセン 分室 
               ＊総会終了後、昼食会があります。 
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