
   平成 24 年 4 月度 「SA  いけだ」 総会＆定例会  議事録        
１、日時；  4 月  13 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 社協ボランティアセンター分室 
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 
                    重松、木村、桝本、和佐、（新入会員；岸・岡本・岡崎）   計 17 名                                                     

                       ―  記  ― 
 議題 
    １、総会 （会則  第八号）  
     ＊議案書 ⇒ 議長選任  和佐 
     ⇒挨拶； 「平成 24 年度 総会にあたって」 
     ⇒審議案件 １）第１号 議案； 平成 23 年度  活動報告 
              2）第 2 号 議案； 平成 23 年度 会計決算報告並びに監査報告 
              3）第 3 号 議案； 平成 24 年度 活動計画（案） 
              4）第 4 号 議案； 平成 24 年度 会計予算（案） 
              5）第 5 号 議案； 平成 24 年度 世話役（案） 選任報告 
 
     ⇒意見交換内容⇒１、会計決算報告；会費人数と連協年会費人数との違いは、小俣氏分。 
             ２、会計予算案；活動費の単価 1,000 円を 500 円に修正。連協部会員については、 
                 おもちゃ部会の会費 200 円のみを支援する。今後は、全体の収支等により 
                 その支援範囲を検討していく。 
                ・おもちゃ関係は、イベント単位で収支をまとめて、会計に提出する。 
             ３、世話役案；幹事は、氏名のみとして、分野については、記載しない。 
                      あくまで、幹事会出席メンバーとしてとらえる。                                       

           ＊上記、1 部修正のうえ、拍手でもって承認となる。 
   ④新入会員の紹介、あわせて、全員自己紹介する。 

  

  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 ；23 年度 活動報告他 審議案件⇒承認 

      ②ボラ連 3 月度 定例会 報告 ；１）50 万円の寄付２）役員交替 

      ③社協からのボランティア依頼の件 ；１）車椅子介助・ガイド同行・観劇同行 

    ２）検討事項 

      ①出前講座の選定；教育委員会・財政・消費生活センターなど 

      ②NPO 分類による活動実績報告；4 月分の内容から実行する。 

    ３）その他 

      ①おもちゃ教室での習得内容は、定例会等で、会員に紹介していく。 

      ②保管場所⇒おもちゃの備品は、分室の倉庫。歌体操の備品は、共生サロン  

                                      以上 

     ＊終了後 懇親食事会を"太郎兵衛寿司”で行う。おもちゃの講習会併催。 

 

 

 

             ＊次回 ５月度 定例会は、５月 1１日(金） 10 時～12 時 
                  場所； NPO センター  ２F さつき 
           なお、午後 1 時 30 分から 地区研修会(歌体操） 当所 １F・休養室で行います。 
 
 
                                               （'12-04-14 文責 和佐） 
                                                             
                                                      



   平成 24 年 5 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  5 月  11 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 社協ボランティアセンター分室 
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、木村 
                    桝本、岸、岡本、岡崎、和佐  計 14 名                                                        

                       ―  記  ― 
 議題 
     １、報告事項 
    １）SA 連協 5 月度 理事会 報告の件 

      ①24 年度活動方針・計画・予算（案）の審議 ⇒ 承認 

        ＊三役人事での事務局長は、未定につき、6 月度理事会にて審議予定 

      ②各委員会報告；渉外委員会⇒同窓会共同機関誌寄稿の件；7 月号投稿の要請 

         企画委員会⇒おもちゃ部会；初級クラス（偶数月 6 月 12 日） 

                      いきいきエイジング（奇数月 5 月 15 日）  

    ２）ボラ連 4 月度 総会＆定例会 報告の件 

      ①総会；議案１～6 ⇒ 承認 

      ＊役員人選（2 年間）；会長 矢倉氏（マジック）副会長 前田氏（古布） 

            藤岡氏（ひつじ）会計 林氏（若葉会） 書記 坂田氏（すみれ） 

      ③定例会；・会員助成金 1 万円 （5 月度 定例会 交付） 

           ・学生ボランティアからの寄付要請⇒ 会員グループに一任する。 

              「SA  いけだ」は、個人による寄付とする。（歌体操で集める） 

       ３）活動報告の件 

      ①傾聴”なごみ”⇒ 4 月総会 役員交替 代表；和佐 書記；伊藤 会計；竹内 

  

    ２、検討事項 

      ①出前講座の選定；教育委員会他 別途検討する。特に要望なし。 

      ②NPO 分類による活動実績報告；伊藤さんから記入方法等説明。 

      ③各種研修会；おもちゃ教室⇒8 月の夏休みに向かって、6 月より準備等開始 

         歌体操⇒ 地区研修会の継続；支援活動部に講師の依頼・謝金 1,000 円 

         パソコン⇒榎本さん中心で企画等検討；個別教授等の可否  ほか 

      ④広報誌 発行；7 月発行予定（原稿 400～600 字程度）締め切り；6 月例会まで。 

          ；新入会員の自己紹介・春休みこどもおもちゃ教室（4/8）ブログ対応？ 

         ・テーマ特に指定しません。自己 PR の場として捉えて、投稿お願いします。 

      ⑤「SA なんでもあります隊」；社協からの依頼ですが、原則対応していく。 

        ・市民病院 車椅子介助 要請⇒４/27 伊藤さん ６/25 検討 （希望者？）  

        ・ ”だっこ”育児ボランティアの応援 （エコ講座） 5/19 予定 

 

        ３、その他 意見交換 

      ①”やまばと 会”の動向（旧老人大学 の池田支部）；社協 ボラ連 退会 

         ・中心になって継続していく人がいないため、消滅状態。 

      ② 地域福祉活動についての窓口を知りたい；社協の地区福祉委員や民生委員 

                                    以上 

          ＊次回 ６月度 定例会は、６月 ８日(金） 10 時～12 時 
                  場所； NPO センター  ２F さつき 
           なお、午後 1 時 30 分から 地区研修会(歌体操） 当所 １F・休養室で行います。 
                                                 （'12-05-12 文責 和佐） 
                                                             
                                                      



   平成 24 年 6 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  6 月  8 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； コミセン 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、木村、重松、竹内 
                    桝本、岸、岡本、和佐  計 15 名                                                        

                       ―  記  ― 
 議題 
     １、報告事項 

    １）SA 連協 6 月度 理事会 報告の件（一部のみ）  

      ①24 年度 役員 事務局長 選任（小川氏 SA 吹田）  

    ２）ボラ連 5 月度 定例会 報告の件 

      ①会員助成金 1 万円 の交付 

      ②学生ボランティアへの寄付⇒ 会員グループに一任。24 千円 集まる。 

      ③「池田市民のつどい」12 月 1 日（土）人権週間 （さざなみコンサートの変更） 

      ④研修見学会⇒ 2 年毎の研修会 検討 

       ３）活動報告の件 

      ①「SA なんでもあります隊」⇒ 社協からのボランティア 依頼に対応する。 

           ＊6 月 25 日（月）午前 8 時 40 分（市民病院 北口）；車椅子介助 

     ４）個人別 ボランティア活動記録の件 

       ・しばらくこのフォームにて集計をしていく。NPO 分類での回数・時間の累計。 

    ２、検討事項 

     ①各種研修会；おもちゃ教室⇒当面は、ボランティア祭りに焦点を絞ることとする。 

              ・部会での研修報告として、機をみて、講習会を計画する。 

              ・レシピ集 等を、参考にする。 

        歌体操⇒ 地区研修会は、支援活動部 講師での継続とするが、自主的な 

             研修会になれる様、努力する。 

        パソコン⇒個別教授等でないと、対応できないため、会としては、計画しない。 

      ②広報誌 発行；7 月発行予定（原稿 400～600 字程度）締め切り；6/27 まで。 

          ；新入会員の自己紹介・春休みこどもおもちゃ教室（4/8）ブログ対応？ 

         ・テーマ特に指定しません。自己 PR の場として捉えて、投稿お願いします。 

      ③「SA あり方」等、会の今後の進め方？⇒コミニティーカフェ・サイエンスカフェ 

            など、隔月等に実施を検討。新しい機軸を考える。 

      

                                    以上 

 

          ＊次回 ７月度 定例会は、７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 30 分から 地区研修会(歌体操） 当所 １F・休養室で行います。 
               (注； 8 月は、休みます） 
                                                 （'12-05-12 文責 和佐） 
                                                             
                                                      



   平成 24 年 7 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  7 月  13 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； コミセン ２F さつき 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、澤井、伊藤、木下、村上、矢倉、藤井、木村、重松、竹内、榎本 
                    岡崎、岸、岡本、和佐  計 15 名                                                        

                       ―  記  ― 
 議題 
     １、報告事項 
    １）SA 連協 7 月度 理事会 報告の件 （議事録 参考） 

      ①SA コース修了生の知事認定証申請作業の件   対象者  37 名  9/末 

      ②交流会；おもちゃ⇒北（吹田）8/5 中（寝屋川）11/3 南（和泉）11/末～12/始 

        歌体操⇒ 歌体操フェスタ 2013 3/23 (茨木市福祉文化会館） 

    ２）ボラ連 6 月度 定例会 報告の件  （竹内 ボラ連担当） 

      ①学生ボランティアへの寄付⇒24,182 円 集まる。 

      ②「池田市民のつどい」12 月 1 日（土）人権週間 （さざなみコンサートの変更） 

        ・場所；福祉総合センター ３F・４F  ・内容； 映画上映「筆子その愛」 

      ③研修見学会⇒ 10 月後半予定 ・大阪市 舞州（まいしま）焼却場 見学 

              あと、京都水族館を予定。 45 人程度・ グループ 2～3 人程度？ 

              会費 4,000 円/人 （別途、食事、入館料は個人負担 

      ④大阪府ボラ連への参加は、休会 につき、各地の情報は、皆無状況。問題意識有 

       ３）活動報告の件 

      ①「SA なんでもあります隊」⇒ 社協からのボランティア 依頼に対応する。 

       ＊6 月 25 日（月）市民病院内車椅子介助 （伊藤さん・岡本さん、和佐 同行） 

      ②池田傾聴”なごみ”⇒ ”傾聴入門講座”15 人・10/26,11/2,11/9（3 回）社協共催 

     ４）個人別 ボランティア活動記録の件 

       ・しばらくこのフォームにて集計をしていく。NPO 分類での回数・時間の累計。 

     ５）広報誌 配布の件 ⇒ 1 部箇所 訂正 後、外部に配布する。50 部程度。 

    ２、検討事項 

     ①連協 北ブロック おもちゃ交流会 ⇒ 8/5(日）参加 2 名・作品等７/22 打合せ。 

       ②連協 広報委員会アンケート⇒グループ活動も「SA いけだ」として、報告する了。 

     ③高大 同窓会一元化の件⇒ 高大 長井会長提案。構成メンバーの SA 連協・ 

      同窓会連協・南部同窓会・フェスト会の 4 団体の一本化？理念の異なる統合は、？ 

      高大独自の同窓会の立ち上げも選択肢か？各地区 SA の意見集約を理事会で決める。 

     （参考）①主催者；大阪府⇒NPO 法人高大 ②講座；SA コース独立⇒本科に取り込み 

        ③会員資格；SA は、フリー、他団体は、講座修了者に限定 ④長井案；本部と 

        支部組織とし、会員数と、活動状況を査定して、運営費を支給。支部より本部 

        委員会、部会に参加し、府内を 6 地域区分けた中で、各地域の活動に参加する、 

        義務を負う。等々。＊「SA いけだ」では、反対が大半を占めた。 

     ④仮「カルチャ部会」懇親会？⇒ 別途、幹事会等で検討する。11 月ごろ。 

                                    以上 

     ＊定例会終了後、藤井さんの講師により、”消えないシャボン玉”に挑戦する。 

        （材料の準備等 ご苦労様でした。丁寧な仕上げ等感心しました。） 

 

    ＊午後 1 時半からは、歌体操地区研修会（支援活動部より藤川、木場さん 来池） 

          ＊次回 8 月度 定例会は、8 月 10 日(金） 10 時～12 時 
                  場所； ステーション N ビル 社協 分室  
                     （歌体操研修会は、休会します。） 
                                                       
                                                             
                                                      



   平成 24 年 8 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  8 月  10 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）   森川（幸）、木下、矢倉、木村、重松、竹内、岡崎、岸、山崎 
                                              桝本、和佐   （計  11 名） 
                         ― 記 ―                                                                                                           

議題      
    １、報告事項 
    １）SA 連協 8 月度 理事会 報告の件 （配布資料 参考） 

      ①SA コース修了生の知事認定証申請作業の件   対象者  37 名  9/末 

      ②交流会；おもちゃ⇒北（吹田）8/5 中（寝屋川）11/3 南（和泉）11/末～12/始 

        歌体操⇒ 歌体操フェスタ 2013 3/23 (茨木市福祉文化会館）；助成金 獲得 

           北ブロック 10/16（千里公民館） 中ブロック 11/27（豊里会館） 

            南ブロック 10/26 （羽曳野福祉会館） 

      ③高大スポーツ交流会； 9/25(火）府立体育館 （OB 会に参加要請あり） 

       ＊「SA  いけだ」としては、個人各位での希望者参加とする。⇒連協事務局へ。 

      ④高大共同広報誌への寄稿要請⇒ ”個人活動記録について”（伊藤さんに依頼） 

      ⑤同窓会一元化提案；別紙イメージ参照.。連協 PT で検討。（地区 SA 意見集約） 

    ２）ボラ連 7 月度 定例会 報告の件  （竹内 ボラ連担当） 

      ①「池田市民のつどい」12 月 1 日（土）人権週間 （さざなみコンサートの変更） 

        ・場所；福祉総合センター ３F・４F  ・内容； 映画上映「筆子その愛」 

      ②研修見学会⇒ 10/30（火）・大阪市 舞州（まいしま）焼却場 見学 

              あと、京都水族館。 45 人・ グループ 2～3 人程度？ 

              会費 4,000 円/人 （別途、食事、入館料は個人負担） 

       ＊希望者は、9 月 14 日（金)定例会時、竹内さんへ費用とあわせ申し込み下さい。 

     ３）北ブロックおもちゃ交流会；8/5（日）2 点（各 50 個）用意。完配。（７/22 製作） 

       お手伝い⇒藤井・桝本・竹内・榎本・森川・伊藤・和佐  ＊ご苦労様でした。 

       ４）活動報告の件 

       ＊グループ・個人  ⇒  特に報告なし。  

    ５）個人別 ボランティア活動記録の件 

       ①４～6 月分までのデーターで、共同広報誌に寄稿する。（伊藤さんにお願い） 

       ②記入方法等食い違いがあるも、次回以降確認しながら進める。 

       ③7 月以降から、次の 2 点 出席者一同 確認する。 

        １）自宅作業時間は、記入しない。当該対象の分類項目に加算する。 

        ２）往復の通い時間は、当該活動時間に加算する。但し、途中立ち寄りは不可 

              （社協のボランティア保険の約款に准ずる） 

    ２、検討事項 

     ①高大 同窓会一元化の件⇒ 高大の支援は、同期・グループへの支援とし、地域へ 

      の支援は、関知しないでほしい。目的・理念が違う。現体制の充実あるのみ。 

     ②懇親会 企画案の件 ⇒「大人の林間学校」（NPO 法人まちづくり岬）；資料参照 

      ・予定日；11/21（水）・費用；会費＠2500 円+交通費往復＠2600 円（池田～孝子） 

                  *次回 9 月度定例会で、参加希望等確認します。 

     ③ボランティア祭りへの参加⇒ 例年通り”おもちゃづくり”出展する。 

        ＊打合せ等 8 月 21 日（火）午後 2 時から 作品内容・日程他打合せします。 

         場所； ステーション N ビル B１分室 ；都合のつく方、出席下さい。 

    ３、連絡事項 

       ＊（お願い）11 月度定例会の変更です。⇒11/9 から 11/16 に変更下さい。 

                                       以上 
                                                                                      
                                                      



   平成 24 年 9 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  9 月  14 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； コミセン ２F さつき 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、澤井、伊藤、木下、村上、矢倉、藤井、木村、重松、竹内、榎本 
                    岡崎、岸、岡本、桝本、和佐  計 16 名                                                        

                       ―  記  ― 
<講座紹介＞ NPO 法人 大阪府北部コミニティカレッジ     （10 時～10 時 30 分） 
    ・船本・荒木・石渡氏から資料により説明⇒2 年制・5 科目・5 教室・募集要項 11/初 他 
＜定例会＞  10 時 30 分～12 時 
 議題 
     １、報告事項 
    １）SA 連協 9 月度 理事会 報告の件  

      ①SA コース修了生の知事認定証申請作業の件 ；9/末  予定通り進行中。 

      ②高大スポーツ交流大会の参加の件； 北ブロックより 6 名参加 

      ③歌体操部会；北ブロック交流会⇒10/16（千里文化コラボ） 

      ④支援活動部；おもちゃ助成金 30 万円⇒科学実験主体他の組み合わせ検討中 

      ⑤高大同窓会一元化問題⇒プロジェクト委員会の意見で理事会合意する。 

       ＊「高大との関係は是とするも、地区の自立性、独立性と相容れない会費、会則 

         の一元化については、反対せざるを得ない。」 

    ２）ボランティア祭りの進捗の件 

      ・8/21  作品、日程の検討・9/7；おもちゃづくりスタート・9/21（金）予定 

    ３）活動報告（グループ・個人） 

          ・傾聴「なごみ」；社協 傾聴講座⇒現在 14 名（15 名先着順）開催；3 回                     

          ・環境部会（SA 連協）；服部緑地で 10/13 キャンドルナイト他 イベント有（花端会議）                                                  

     ２、検討事項 

       １）SA 連協 関係； ”レインボー・絆” 原稿 （伊藤・榎本両氏により作成） 

       ２）HP・ブログへの活動内容の掲載；投稿掲載のルールを榎本・竹内両氏で検討頂く。 

       ３）出前講座・部会活動の今後；出前講座⇒「消費者生活センター」を検討 

          部会活動⇒歌体操；10 月以降は、休会？公民館講座などで企画検討？関心度？ 

                  おもちゃ；10 月定例会で藤井さん講師により作品教授予定。 

     ３、連絡事項 

       １）懇親会企画⇒「大人の林間学校」１１/21（水）岬方面 交流会を企画（渡辺さん他地区 SA） 

          ＊15 人程度集まればーー。  参加検討下さい。（一般参加はーー？） 

       ２）11 月度定例会は、11/9 から 16 日に変更します。（コミセン NPO センター 予約済み） 
        
     ＊本日 午後 1 時半より歌体操地区研修会を開催します（1F 休養室） 
                                                    以上 
  
     ＊来月  10 月度 定例会は、10 月 12 日（金）10 時～12 時 ステーション N ビル 地下 
              午後からは、ボランティア祭り 作品づくり を当所で行います。 



   平成 24 年 10 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  10 月  12（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル ボラセン分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同） 森川（幸）、澤井、伊藤、木下、村上、藤井、木村、重松、竹内、榎本 
                    岡崎、岸、岡本、桝本、 山崎 計 15 名                                                        

                       ―  記  ― 
 議題 
 １、報告事項 
 １）SA 連協 10 月度 理事会 報告の件  
  ＊歌体操関係： 

・ 北ブロック交流会 

10/16(火)豊中市新千里文化センター「コラボ」 世話役：SA 豊中 

池田も参加グループに登録されているので当日参加のこと 

・ 2013 歌体操フェスタ 3/22 茨木市福祉文化会館で開催予定 

      助成金（10 万円）が確保できたので、これを使う（予算 6 万円） 

＊おもちゃ関係： 

   ・子ども科学教室 in 吹田 

    子ども夢基金からの助成金（30 万円）の趣旨に則り、平成 25 年 3 月に開催予定の「子ども 

科学教室とおもちゃ」フェスタの試験的イベント として、開催する。 

     10/14（日） 阪急山田駅前の「夢つながり未来館」 午前は科学教室 午後はおもちゃ作り 

     おもちゃ作りのスタッフが足りないので、参加要請が SA 吹田の小川氏から和佐会長宛にあり。 

     → 藤井さん、桝本さんは先約があり、不可。 森川さんが参加。 

   ・次回おもちゃ教室（いきいきエイジングセンター）は 11/20  

   ・次回おもちゃ教室（大阪ボランティア協会）は 10/9 

     12 月、2 月は大阪 NPO プラザ 100 号に会場が変わる。 

 ２）ボラ連 
＊研修見学会は定員に満たないため申込者全員が参加できることになる 

＊来年の新春の集いは 1月 19 日（土）に内定 時間を従来より短縮の予定 

３)活動報告の件 

 ＊個人活動の集計は順調に進んでいる、9月がまとまれば半期分を又グラフなどで報告できる。 

  8 月は 10 名分で 95回 327.5 時間です。 

＊ 傾聴講座の件、定員 15名のところ申し込み多く 18 人に増やし行う。 

傾聴のメンバーが手伝う、竹内さんから事前に応募者の名簿がほしい旨要望あり。 

４）ボランティア祭の当日 SA いけだの宣伝チラシを配ることにした、内容決定。 

   

 2.検討事項 
１）「SAいけだ」のブログの件 決定事項 

 ＊投稿の記事の内容の基準を現在集計中の個人活動記録内容の範囲にする。 

 ＊投稿のタイトルの末尾に【 】でグループ名あるいは個人活動を記載する。 

 ＊写真などもその内容に準じたもので、投稿者の文責として署名すること。 

２）ボランティア祭りの 確認事項 

 ＊場所は駅前公園で SA いけだの場所は西北の角、メンバーの集合時間は 9時とする。 

３）出前講座の件 

 ＊12 月に消費者生活センターから来てもらえる予定。 

  

3.SA いけだのパネルの検討 
*3 枚は伊藤案でほぼ決定、SA 北摂 21の分は榎本さん作成。19日の準備の時に全員で貼る。 

   

4.おもちゃつくり講習会（藤井さん指導） 
*材料と下準備はほとんど藤井さんから支給、全員悪戦苦闘でにわとりをつくりました。 

 
◎ 11 月度定例会は、11/9 から 16 日に変更します。（コミセン NPO センター 予約済み） 



   平成 24 年 11 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  1１月  16 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； コミセン  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、村上、藤井、木村、竹内、榎本、矢倉 
                    岡崎、岸、桝本、山崎、和佐 計 15 名                                                        

                       ―  記  ― 
 議題 
 １、報告事項 
 １）SA 連協 1１月度 理事会 報告の件  
   ①高大 募集記事 ⇒ 11 月 1 日 市広報誌 掲載済み 

   ②同窓会一体化問題⇒SA 連協内 対応プロジェクトで検討 

   ③助成金；大同生命 10 万円⇒歌体操フェスタ 2013 6 万円予算化 

        子ども夢基金 30 万円⇒「子ども科学教室 in吹田」10 万円 充当 

                   「子ども科学教室・おもちゃフェスタ」20 万円 充当 

    ④歌体操ブロック交流会；北ブロック 10/16  南ブロック 10/26  中ブロック １１/27 

     ⑤おもちゃブロック交流会；北 8/5  中 11/3  南ブロック 12/7（いずみ SA） 

       ・おもちゃ教室（いきいきエイジングセンター）は 11/20  

    ⑥第 6 回アクティブシニアフェア  ２/25 吹田メイシアター⇒歌体操・授産施設販売支援 

    ⑦大阪府北部コミニティカレッジ（ONCC） ⇒募集要項 配布・健康と福祉講座が SA 認証講座 

  ２）ボラ連 10 月度 定例会 報告の件  （社協 澤村さん 出席） 
  ①施設職員ボランティア交流会 

  ②研修見学会；10/30 4 名参加  舞洲清掃工場・京都水族館 

  ③「池田市民のつどい さざなみ」12/1（土） 映画「なおちゃん」・落語 

  ④グループ活動報告⇒「SA いけだ」リーフレットで説明。同行介助のお礼があった。 

３）ボランティア祭り 実施報告の件  ＊ご苦労様でした！！ 

  ①おもちゃ 売上金額  5,470 円 ヨーヨーが、10個ほど残るが、他は完売。 

４）活動報告（グループ・個人）；“なごみ”傾聴講座⇒21 名受講・6名入会予定 

      ”歌体操“⇒すぎな（介護施設・傾聴先）11/25 ;森川・木村さん   

 ５）会員活動実績の件； 伊藤さん集計表（4～９月）1,006 回 2,728 時間（12名参加） 

         広報誌に掲載予定。グラフ等検討。 

 2.検討事項 

１）今後の活動計画の件 

  ①定例会；12 月度は、12 月 21 日に変更・ 

  ②出前講座；消費生活センター 1月度定例会（１/11） 

    ③講習会；紙ヒコーキ（前田さん）1月 11日 午後 1時半～ (コミセン２F大会議室) 

       伝承おもちゃ作り（藤井さん）2月度定例会（2/8）N ビル 地下 

    ④イベント；五月丘小学校 さつき科学フェア（１/29） “紙ヒコーキ“ 

２）「SAいけだ」広報誌 発行の件； 1 月度予定⇒ブログ記事参考・個人活動・趣味等 

      ＊ボランティア祭り・など、村上さんへ投稿お願いします。 

３）その他；①社協澤村さんからの依頼⇒12/2 車椅子他介助（女性）；対応なし 

      ②会員の名札カードの件 ⇒「SAいけだ」会員として作成を検討；3月末目標 

 ３、連絡事項 

  １）イベント 情報の件 

   ・11/17（土）PM2 市民フォーラム講演会（池田市民文化会館）男女共同参画行事 

   ・12/2（日）バルーンアート講習会（初級）和泉市立人権文化センターゆう・ゆうロビー 

      時間；13時 30 分～15 時 30 分「いずみ SA」主催 JR 阪和線 信太山下車 東へ 200m 

      ＊ハンドポンプ あれば持参ください。＊参加者に当会より＠500 円支給（承認）  

以上 

＊終了後 12 時半～ 食事会を行う。（とんかつ店） 

 

  ＊次回 12 月度定例会は、12 月 21 日（金）10 時～12 時   （14 日を変更します） 

             場所；コミセン・NPO センター ２Fさつき 



   平成 24 年 12 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  12 月  21 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； コミセン  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、竹内、榎本、矢倉、岡崎、桝本、重松、岸本、和佐 
                                                       計 11 名                                                 

                       ―  記  ― 
 議題 
 １、報告事項 
 １）SA 連協 12 月度 理事会 報告の件  
   ①同窓会一体化問題⇒SA 連協内 対応プロジェクトで検討   

    ②アクティブシニア歌体操フェスタ 2013 ； 3/22 茨木(北ブロック)開催     

     ③「子ども科学教室・おもちゃフェスタ」 3/2 和泉市 開催  材料は、70 人分以上/ブロック 

       参加者；全員 53 名登録   集合時間； 午前 11 時 30 分  交通費 1,500 円支給 

        ＊「SA いけだ」からは、（おもちゃ部会）藤井さん・桝本さん 2 名 登録します。 

 ２）ボラ連 11・12 月度 定例会 報告の件   
  ①「新春ボランティアの集い」１/19(土) 参加費 500 円   内容に種々意見あり。 

    ⇒ 市長都合悪く、副市長参加予定。 現在 70 余名の参加予定 

  ②定例会のあり方 ⇒ 毎月の開催に疑義や定例会の目的など検討の必要。 

３）活動報告（グループ・個人）；“なごみ”傾聴講座⇒21 名受講・11名入会予定 

   ”歌体操“⇒すぎな（介護施設・傾聴先）11/25 ;森川・木村 12/2 森川 ；ブログ掲載  

   “おもちゃ”⇒ バルーンアート講習会 参加；（主催・いずみ SA）藤井・桝本・和佐  

       ⇒ 五月丘小学校「科学フェア」事前打ち合わせ(新倉先生)12/10 ・伊藤、和佐 

 ４）広報誌 発行の件 ；1月 5日頃仕上げ予定につき、未提出の方 月末までに村上さんまで 

     ＊手書き等 PC 不可の方、原稿あれば伊藤さんまで願います。伊藤さん→村上さん 

 

 2.検討事項 

１）ボラ連 「新春の集い」参加の件； いろいろ意見あるも、構成会員ゆえ参加する。 

     ⇒ 伊藤さん・竹内さん 2名   

２）会員の名札カード製作の件；伊藤（案）で製作進める。名札であり、会員証でもある。 

  ３）(仮)交流会開催提案の件；ボラ連や NPO の会員団体との交流会があるが、その内容等 

   「SA いけだ」の関係団体との交流会をやれればどうか？⇒ 総論 賛成なるも、内容の 

    いかんでは、集まらないかも？ 参加グループ；なごみ・北摂 21・たんぽぽ等？口コミ 

    での参加依頼が必要かーー？ 

 

 ３、連絡事項 

  １）今後の予定 イベント ； 

   ・１/11(金) 1 月度 定例会＆出前講座「消費生活センター」 ＊Nビル 地下社協分室 

           午後からの“紙ヒコーキ”講習会は、コミセン ２F大会議室 

・2/8 (金) 2 月度 定例会 ＆ おもちゃ講習会(藤井さん)  NPO センター２F 

・2/8 (金) 13；00～ 第 5回 音楽会 （いずみホール） 当日 @5,000 円 

                                                                       以上 

 

  ＊次回 1 月度定例会は、1月  11 日（金）10 時～12 時   

             場所； ステーション N ビル  地下 社協ボラセン分室 



   平成 25 年 1 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  1 月   11 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 地下 社協ボラセン分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同）  森川（幸）、伊藤、竹内、榎本、矢倉、岡崎、桝本、重松、村上、 
                      岡本・木下・和佐                      計 12 名                                                        

                       ―  記  ― 
10 時～11 時 ＊ 出前講座 「消費者トラブルの事例等」 池田市消費生活センター 

                               コンサルタント 松尾 保美 講師 
① こんな「うまい話」にご用心！ 
② 「いろは」で防ごう “身近な悪徳商法”  ⇒ 事例集 参照 

 （振込詐欺・悪質リフォーム・未公開株詐欺・霊感商法・押し買い(金属)等） 
③ 自分でできる クーリング・オフ   

 
 11 時～12 時  定例会 

 １、報告事項 
 １）SA 連協 1 月度 理事会 報告の件  

① 同窓会一体化問題⇒ 「校友会」(3 団体の同窓会)として、会則等作成。  

② 歌体操部会⇒連協フェスタ 準備進行中。アクティブシニアフェア⇒2/22 吹田メイシアター 

③ 子ども科学教室・おもちゃフェスタ」 3/2 和泉市 開催 材料は、70 人分以上/支部？ 

         ＊材料の用意をするのか？ 確認してもらう⇒ 榎本さん 

         ＊「SA いけだ」からは、（おもちゃ部会）藤井さん・桝本さん 2 名 登録します。 

２）活動報告（グループ・個人）；傾聴 “なごみ“⇒ さんふらわぁ石橋 新規打合せ 

   ”歌体操“⇒すぎな（介護施設・傾聴先）1月も実施予定 ；ブログ掲載 (森川さん) 

   “おもちゃ”⇒ 紙ヒコーキ 講習会；今日の午後実施。 

     ⇒ 五月丘小学校「科学フェア」確認に同行訪問（4時以降）・前田さん・伊藤、和佐 

 ３）広報誌 発行の件 ；本日 発行 配布。村上さん ご苦労様でした。 

 ４）会員の名札カード製作の件； 伊藤(案) 字体、配色等 確認。作成お願いします。 

 

 2.検討事項 

１）ボラ連 「新春の集い」参加の件； いろいろ意見あるも、構成会員ゆえ参加する。 

     ⇒ 伊藤さん・竹内さん 2名   

２）さつき科学フェア 参加メンバーの件；竹内・木下・桝本・藤井・伊藤・岡崎・和佐 

                     ＊8 時 30 分 集合。 

  ３）来年度活動計画の件；出前講座等「SAいけだ」主催として、公開講座形式を考える。 

      会員勧誘を念頭におもちゃ教室など別途 幹事会で検討していく。 

 ３、連絡事項 

  ①2月定例会 おもちゃ講習会(藤井講師) 予定します。⇒作品名「のびたー」 

       持参品；ろうそく・カラーマジック・５０ｃｍ物差し 

         ：絵柄を考えておいてください。 

  ②NPO 実務講座；第一回「NPO の運営と助成金申請方法」 1 月 20 日(日) 18 時～20 時 

      第二回「NPO の会計処理と助成金について」 1 月 26 日(土) 13；30～15；30 

        ＊場所は、どちらも、 コミセン 大会議室 

                                                                       以上 

 

  ＊次回 2 月度定例会は、2月 8 日（金）10 時～12 時   

             場所； NPO センター ２F さつき 



   平成 25 年 2 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  2 月 8 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 地下 社協ボラセン分室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同）  森川（幸）、伊藤、竹内、榎本、矢倉、岡崎、桝本、重松、木村、木下 
                      岸、沢井、山崎、澤井                      計 14 名   
                                                     （作成；伊藤）  
  和佐会長欠席のため議事進行は榎本副会長が代行した 
 １、報告事項 
 １）SA 連協 2 月度 理事会 報告の件  

① 理事会人事の件⇒理事長留任、事務局長：森田さん(豊中)など決定する  

② 高大交流会⇒ＳＡいけだ対象者なしのため関与なし 

③ 高大の本年度ＳＡ講座応募状況⇒世代間 19 名 ＶＴ資格 18 名 地域は少数で中止になる

予定。尚今年開校の北部コミュニティー講座は定員を超えている！ 

④ その他⇒おもちゃフェスタ 3/2 は遠方なのでＳＡいけだは 11 時 30 分にしてもらう 

    榎本さんから連絡する。他 アクティブシニアフェアの確認と 3/22 の 

    歌体操フェスタ（ＳＡいけだは見学のみ）の確認。 

 2）ボラ連 1月度（新春の集い）報告の件≪1/19（土）保健センター≫ 

    来賓、早川池田市副市長と社協正田会長の来賓の挨拶など例年通り 

    ＶＴコーディネーターの沢村さんが東北震災の「大槌町地域ネットワーク再構築事業」 

    に参加しての講演をされました。講演も含め今回はあとの余興のプログラムが全員参加 

    があり、二胡とピアノのデュオの演奏が郷愁を呼び良かった。 

 3）活動報告の件 

①五月丘小学校の「五月科学フェア」の三回目に参加、年々紙ヒコーキは評判がよく今年

も 150 名位が参加してくれた。ＳＡいけだから 7名応援、紙ヒコーキ倶楽部から 3名来

てもらいましたが、ヒコーキの種類も多く大変でした。 

   ②竹内さんから過去何回か行った施設「すぎな」においての歌体操を行うには歌詞などの 

    ソフト面を確立したいとのこと。森川さんも施設での実際の活動に施設側との意思疎通

などの難しさがある。他にいろいろ意見などありＳＡいけだの歌体操としての確立が必

要である。別に討議も必要か？ 

 

 2.検討事項 

１）ＳＡ連協「おもちゃフェスタ」3/2 の参加の件 

作品名は「折り紙ピエロ人形」 70 個 藤井さん枡本さん参加されます。尚材料の準備は藤井 

さんが準備できるとのことです、材料費はＳＡいけだが一旦負担しておく。  

２）来年度 活動計画の件 

ＳＡいけだおもちゃ教室：伊藤の提案で実施の方向で全員了解してもらう。実施日は 

4 月 7 日（日）場所はコミセンの 2回が良いのでは・・会場予約をとること。 

日時が迫っているので今月中また 3月初め臨時定例会か幹事会でこれを決める。 

 

その他については幹事会などでもう一度検討すること。              

定例会終了 
 

【おもちゃ講習会】出席者全員で 藤井さん指導による 

 ◎作品名「のびたー」紙にろうそくで蝋を塗ったり、マジックで線を書いたり何人かは上手く 

  できましたが・・・？？ 

定時終了 

 

＊次回 3 月度定例会は 3 月 8 日(金) 10 時～12 時 場所：NPO センター２Fさつき（予約済） 

 

 
 



   平成 25 年  「SA  いけだ」   幹事会  議事録        
１、日時；  2 月   27 日（木） 10 時～12 時 
２、場所； ステーション N ビル 3F 共同利用施設池田市立池田駅前北会館 5 号室 
３、出席者；（敬称略・ 順不同）  森川（幸）、伊藤、竹内、重松、藤井、和佐 
                                                   計 6 名                                                       

                       ―  記  ― 
<議題＞ 
  ＊来年度の活動計画等の検討 
１、全体活動； 
   ①役員改選； 2 年任期終了に伴う、25 年度 役員選任の件 
   ②管外研修；「大人の林間学校」（NPO 法人  まちづくり岬）参加の件 
           ・開催日； 4/3   ・4/17～18（臨海学校含む）  ・6/5   

     ＊今後の公開しての学校は、今回で終了する。 
２、歌体操活動； 
   ①地区研修会の開催⇒4 月より、支援活動部に講師の要請をして、実施する。 
      ＊対象は、会員以外口コミ等 PR して広げる。 
   ②施設“すぎな”（傾聴活動中）での歌体操活動 継続。（森川さん指導による） 
     ＊実施に係る費用は、「SA いけだ」負担。模造紙・テープ等貸出扱い。 
     ＊基本は、寺島流とするも、施設事情に合わせて、森川さんと相談し進める。 
   ③新装後の中央公民館での企画講座に歌体操を提案する。（26 年 6 月以降） 
３、おもちゃ活動； 
   ①第 2 回おもちゃ教室 （「SA いけだ）創設 10 周年記念事業） 
     ・4 月 7 日（日） 11 時～15 時   コミセン 2F 大会議室（予約済み） 
     ・１）紙ヒコーキ ；   紙ヒコーキ倶楽部 前田講師に依頼する。 
      ２）バルーンアート； いずみ SA 中川会長に依頼する。 
      ３）おもちゃ； ①ピエロの人形（30 個）②サイコロ（30 個）③のびたー30 個） 
        ＊3/8（金） 定例会  検討   準備等確認⇒前日の 4/6（土）予定 
   ②おもちゃ講習会； 藤井講師 
      ＊定例会の中で、不定期だが、実施予定。 
      ＊SA 連協 初級・中級 おもちゃ部会 研修作品の講習 
      ＊  〃             〃    会員登録は、現状通りでお願いする。 
４、広報活動； 
   ①広報誌； 村上さんに再度お願いしたい。 
        ・発行頻度⇒5 月（おもちゃ教室他） 11 月（ボランティア祭り他） 
     ＊創設 10 周年記念号の発刊を検討。（8 から 9 月頃？） 
     ⇒ 別途、10 周年記念事業プロジェクトを立ち上げ 
   ②チラシ、 パンフレット等； 
     ・おもちゃ教室のチラシは、五月丘小学校、秦野小学校（森川さん依頼）予定。 
     ・３つ折り チラシ 増刷   ・「SA いけだ」パワーポイントでの内容の更新検討 
５、その他； 
   ①出前講座；「SA いけだ」主催で検討。 
   ②ボラ連 対策の検討； 26 年度役員改選を見据えての立場を検討しておく。 
       ＊社協 南野さん・澤村さんと意見交換を考える。 

以上 
                                  （文責  和佐） 



   平成 25 年 3 月度 「SA  いけだ」 定例会  議事録        
１、日時；  3 月 8 日（金） 10 時～12 時 
２、場所； コミセン 2F  NPO センター さつき 
３、出席者；（敬称略・ 順不同）  伊藤、竹内、榎本、矢倉、岡崎、枡本、重松、木村、木下、澤井 
                      藤井、村上、和佐                      計 13 名   

― 記 ― 
＜議題＞ 

 １、報告事項 
 １）SA 連協 3 月度 理事会 報告の件 （3/7） 

① 第 6回アクティブシニアフェア 2/25 （吹田メイシアター） 約 700 名  

・歌体操・授産施設 販売支援⇒SA 連協 福祉 IT （大阪府からの要請） 

② 高大のＳＡ講座応募状況⇒2 科目開講  ＊北部カレッジは、1 科目の SA 講座開講 

③ 子ども科学実験＆おもちゃフェスティバル in 和泉 3/2 （和泉市） 

④ 歌体操フェスタ 2012 (3/22) 茨木市 

 2）ボラ連 2月度 定例会 報告の件 (2/16) 

 3）幹事会 報告の件（2/28） 

①役員改選⇒2年任期終了に伴う改選。後日の幹事会で選任。 

   ②来年度活動計画⇒ 後日の幹事会で検討；管外研修⇒「大人の林間学校」6/5 予定。 

１） 歌体操活動；地区研修会の開催（連協より講師派遣）、施設“すぎな”活動継続 

２） おもちゃ活動；第 2回おもちゃ教室 （4/7）コミセン大会議室 予約済 

；おもちゃ講習会⇒定例会時に不定期開催（藤井講師）・レシピ集 SA 堺より借用 

３） 広報誌 10 周年記念号 発行計画 

４） チラシ・パンフレット・内容等検討 

５） その他 

・社協 ボランティアセンター 登録更新手続き⇒ボランティア保険等 

 2.検討事項 

 １）来年度 活動計画の件 

・第 2回おもちゃ教室：4/7 ・紙ヒコーキ（講師要請）・3種類のおもちゃ              

       ⇒ 4/5 （金）午後 1時半～（Nビル・地下社協分室）事前確認作業。 

        ・後援依頼（NPO ｾﾝﾀｰ）･チラシ配布先――五月丘小・秦野小 等 

        ・バルーンアートは、講師都合により中止。 

    ・会計予算 ⇒ おもちゃ、歌体操の講師料 他 活動費？ 

   ２)ボラ連 対策⇒ 26 年度当番役員に際しての対応は？ 意見交換が必要。 

   

＊ 幹事会の開催⇒ 3 月 19 日（火）午後 1時半～ 

   ・活動実績＆計画 ・会計実績＆予算 ・役員人選 ・意見交換他 

   ・（メンバー）役員・監事・幹事（おもちゃ・歌体操）    

    場所； N ビル地下社協分室  

 

 

 

＊次回 ４月度定例会は 4 月 12 日(金) 10 時～12 時 場所：Nビル 地下社協分室 

        総会 ＆ 定例会  （昼食会は、後日予定） 
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