
平成 25 年 4 月度 「SA いけだ」 総会 ＆ 定例会 議事録
１、日時； 4 月 12 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） 伊藤、竹内、榎本、矢倉、岡崎、重松、木村、岡本、森川、村上、

藤井、和佐 計 12 名 （委任）澤井・岸本・枡本・木下・山﨑・

― 記 ―

＜議題＞

１、平成 25 年度 定期総会 ； 会員（１９名）過半数を満たし成立。
＊司会 伊藤 ・議長 和佐

＊審議案件

１）第１号 議案 ；平成２４年度 活動報告 承認の件

２）第２号 議案 ；平成２４年度 会計決算報告並びに監査報告

＊質疑 ⇒ 活動報告・７月１３日広報誌６号配布 加筆

決算報告・備考欄 活動費 12 回→8 回 訂正

＊＊ 拍手でもって承認。＊＊

３）第 3 号 議案 ；平成 25年度 活動計画（案） 承認の件

４）第 4 号 議案 ；平成 25年度 会計予算（案） 承認の件

５）第 5 号 議案 ；平成 25年度 役員・幹事 選任報告 承認の件

＊質疑 ⇒ 活動計画・部会活動 広報 HP・ブログ 追記

会計予算・負担金 18 名→19 名 訂正

研修費→連協部会の登録者に定額 1,000 円/年助成する。

＊活動の助成金については、総収入絡みであるので、今年度は、一部改訂充当し、

1 年かけて、年会費 改訂の是非を問うこととする。

＊役員・幹事 各位 ；任期 2 年間 ご苦労様です。

連協理事 初就任の竹内さん！ よろしくお願いします。

＊＊ 拍手でもって承認。＊＊

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 ； 平成 24年度 活動報告・決算報告 他

②ボラ連 3 月度 定例会 報告 ；ボランティア意識調査 ・解散（忘れ名草の会）

退会（だっこ）（とんとんず） 総会；4 月 20 日（土）10 時～ 総合センター会議室２

③活動報告； ”なごみ”４/21(総会） 4/24(研究会） 社協ボラセン 事務連絡

⇒府社協 研修会への参加 会費半額援助 2,000 円 （矢倉さん参加）

④その他；ブログ投稿（23 年度 26 件 24 年度 44 件）閲覧人数；188 人（3人/d）

2)検討事項
①10 周年記念プロジェクト 立ち上げの件；メンバー 幹事会主体

第 1 回は、5 月度定例会後実施予定。費用は、協賛金（会員）など検討。

②野外研修⇒「大人の林間学校」6/5(水）5 人（重松・藤井・枡本・伊藤・和佐）参加

予定ですが、他に希望者があれば、申し出てください。（5 月度定例会）

③恒例の昼食会は、5 月度定例会後予定します。現在 10名の参加。”青冥”予約する。

⇒ 本日欠席された方で参加希望の方連絡ください。

④おもちゃ講習会；6 月度定例会 （Nビル）（藤井講師）

⑤歌体操地区研修会；7月度定例会（NPO2F）後、午後開催。（コミセン 休養室）

＊次回 5 月度 定例会は 5 月 10 日(金) 10 時～12 時 場所：N ビル 地下社協分室

昼食会は、定例会の終了後 12 時 ～ ；”青冥 池田店”

＊第 1 回 10 周年プロジェクト委員会 開催します。（幹事会 メンバー）

5 月 10 日（金）午後 1 時 30 分～ 場所； N ビル 社協分室

（文責 和佐）



平成 25 年 5 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録
１、日時； 5 月 10 日（金） 10 時～11 時 45 分

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） 伊藤、竹内、岡崎、重松、木下、藤井、村上、森川、岸、和佐

オブザーバー；中川（なごみ 会員） 計 11 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告事項

１）SA 連協 5 月度 理事会 報告の件 （5/2）

①25 年度 新役員 決定

②部会活動；おもちゃ・歌体操・HP・福祉 IT・環境

③委員会活動；渉外・企画・広報・ 支援活動部⇒大阪マラソンのボランティア応募

④高大 ・大阪府 関係

2）ボラ連 4月度 総会＆定例会 報告の件 (4/20

①12/7 さざなみコンサート 1/ 新春の集い

②定例会開催の件； 議題等がない月は、休会

③グループの件； 解散⇒忘れな草の会・とんとんず； 退会⇒だっこ・わらべ ＊15 グループ

３）活動報告(部会・グループ・個人)

①おもちゃ教室； 4/7 NPO “つながり”記事掲載(６月号) ＊６月度 定例会 講習会(藤井講師)

②歌体操 ； 介護施設“すぎな” 4/28 歌体操活動(森川・木村) 月１回予定； ５/26 予定

③傾聴なごみ； 鴨志田講師による研究会開催(２月・４月・７月・９月) 会員 20 名

④ボランティア活動実績・予定 一覧表 作成の件 ； SA 豊中 実施を参考

2.検討事項
１）個人活動報告の件；当分継続する。1年間のまとめをする。基本的には、活動時間には、

当該場所までの時間はカウントしない。

２）広報誌 発行の件；今年度は、ボランティア祭り (10 月中旬)のみの発行とする。

・おもちゃ教室は、ブログ・NPO広報誌に掲載予定。

３）HP の部会活動掲載の件；当初のままで、更新していない。別途、打ち合わせする。

４）歌体操の北ブロック開催の件；当番地区として、箕面との合同でなく、池田のみとする。

・会場候補は、池田市保健福祉総合センター4F 大会議室 (3 か月前よりの受付)

・歌体操出場の登録はしない。運営案内等だけとしたい。役割分担等については、

別途検討して、会員の協力をお願いする。開催月は、11 月とのことだが、12 月はじめを

希望したい。

５）歌体操の件； 地区研修会は、7月度より計画する。7/12 の定例会のあと、午後 1 時半～

・場所；コミセン・1F 休養室 ・講師；SA 連協 支援活動部に要請する。

・NPO 広報誌“つながり”や、市広報誌 など、媒体を利用して、参加者を募る。

以上

*終了後、12 時より、昼食会を“青冥”で行う。

＊次回 6 月度定例会は 6 月 14 日(金) 10 時～11 時 場所：N ビル 地下社協分室

定例会後、11 時頃より、おもちゃ講習会を藤井講師により、当所で行う。



平成 25 年 6 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録
１、日時； 6 月 14 日（金） 10 時～12 時 00 分

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） 榎本、 伊藤、竹内、岡崎、重松、矢倉、木下、藤井、村上、森川、岡本

中川（新入会員） 計 11 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告事項

１）SA 連協 6 月度 理事会 報告の件

①高大「夏の音楽祭」 8/25(日)13：00 相愛学園本町講堂 チケット 20 枚あり 事務局へ

②大阪マラソン ボランティア SA 連協 18名 池田からの参加は無し

③歌体操：北ブロック交流会を本年は箕面に任す 来年は検討すること

④おもちゃ：7/21 子供科学実験＆おもちゃフェスティバル於和泉 いけだの参加は見送りたい

⑤広報誌：合同広報誌きずな 10 月号はいけだ掲載担当 8 月末締め切り

⑥福祉 IT 部会：6/6 榎本講師のもと「簡単にできるブログ－Part 1 」開催する、一般から 24 名参加

2）ボラ連 4月度 総会＆定例会 報告の件 (5/18)

①社協からボランティアの意識調査の委員が足りないので、いけだから重松さん竹内さんが協力す

る

②定例会開催の件；今後定例会は議題が無い時は行わないことにする、6 月なし

③インクカートリッジの収集と整理販売は引き取り価格の低減で中止にする

④助成金 ￥5,000 円 が支給される

３）10 周年記念プロジェクト委員会報告

①6/10 の第 3回委員会に於いて全頁 20P で決まる、表紙と裏表紙は記事なしでイラストなどを入れ

イメージの良いものにする

②座談会は SAいけだの昨日、今日、明日の話をしていく、又原稿の締切りは 9 月末とする

③会員の声、テーマ―自由のページを設けるので投稿をお願いする

４）その他

大阪府社協発行の「OSAKA ボランティア手帳」が来年 3 月迄で使用期限を迎える。次の発行に当

たり購入希望数を募ってほしいとのこと。SA いけだは本定例会出席者だけで

6 冊の希望有

2.検討事項
１）出前講座：希望を聞く ＊会員自体のモチベーションを上げる講座 ＊電力の問題、保健センタ

にある太陽光発電の実態は？ ＊気象予報士の話 *藤井さんの知り合いで紫外線の話をさ

れる物理の高校の先生がおられるとのこと、藤井さんに詳細を調べてもらう

２）個人活動の 24 年度集計が終わる、1997 回で 5,662 時間。

これを数値だけでなく、内容をもう少し詳しく調べるのを目的として特によくわからないような活動

をピックアップし、その人に定例会などで報告してもらうことを提案し、了承された。

３）その他：ワンコイン市民コンサート案内（榎本さん） 阪大豊中キャンパス内の大阪大学会館で

月一回のペースで、500 円で一流の演奏を聴くことができる。詳細はメールで知らせる。

以上

終了後：藤井講師の指導と準備の元、編んで作る「手まり（楽しいボール）」全員で作りました。

楽しくみんなでワイワイがやがや・・有難うございました

＊次回 7 月度定例会は 7 月 12 日(金) 10 時～12 時 場所：NPO センター 2F

午後 1 時 30 分から歌体操地区研修会を開催します NPO センター1F 休養室

[文責：伊藤健司]



平成 25 年 7 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録
１、日時； 7 月 12 日（金） 10 時～12 時 00 分

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） 榎本、伊藤、竹内、岡崎、矢倉、木下、藤井、村上、森川、中川、和佐

計 11 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 7 月度 理事会 報告の件

①SA 連協 会員数 881 名（一部の地区の会費未納）；高齢化等により、会員数の減少続く

②連協の HP をみて、西成区より伝承おもちゃづくりの講師等の依頼があった。（HP の効果？）

③歌体操：北ブロック交流会は、SA 豊能・箕面がする。 来年は「SA いけだ」の順番になる。

④助成金 2か所より決定。総額 148 万円 ＊歌体操フェスタ 2014 3/14 和泉で行う。

⑤広報誌：合同広報誌「レインボウ・絆」10 月号は、いけだ掲載担当 8 月末締め切り⇒ブログ参照。

⑥SA 講座修了後の知事認定証の申請作業は、高大が受け持ち、SA 連協は、外れた。

⇒大阪府と唯一の接点であり、SA 連協の存在意義であったものが、なくなることになる。

２）10 周年記念プロジェクト委員会報告（6/28 第 4回）

①座談会は SAいけだの「昨日、今日、明日を語る」。120 分。あゆみと活動に区分。

⇒ 役割分担；司会（榎本・和佐） 書記（藤井・岡崎・竹内） レコーダーは、榎本さんより借用

②会員の声、自由テーマ・字数；600～800 字・締切；9/末～10/中・字体；MSP 明朝、11 ポイント

③部会・グループ活動；役割記事担当⇒おもちゃ（藤井）歌体操（森川）傾聴（伊藤）北摂（榎本）

なんでも隊（和佐）授産施設（榎本） HP・ブログ（竹内）←追加しました。

３）活動報告（部会・グループ・個人）

・歌体操；介護施設“すぎな” 9 月予定 ・傾聴；7/24 鴨志田教室 ・

・エコップ部会；7/27（土）キッズファームプロジェクト（服部緑地公園）

・個人（和佐）⇒「文化財史跡めぐりの会」 つながり（NPO広報誌）7 月号の記事参照下さい。

４）「SA いけだ」ホームページ 移行の説明 （竹内）

・部会の概要等未更新があるので、後日、本件の打ち合わせを招集します。

2.検討事項
１）部会活動の実施計画

・歌体操 （地区研修会）⇒7/12PM １１/8PM ２/14PM 定例会の午後予定

講師は、支援活動部に要請する。場所の確保（1F 休養室）

・おもちゃ ⇒ （藤井講師の講習会・定例会内） ６/14 済 12/3

紙ヒコーキ⇒ 1/10 PM 研修会（前田講師） 1/末 さつき科学フェア 参加予定

ボランティア祭り（10/20(日)）⇒ 8/9 定例会で出し物を決める。 9/13PM 10/11PM 他

２）個人のボランティア活動内容のプレゼン方法について

・NPO 20 分野の分類な再確認；自分の活動が、どの分野に該当するか？

・伊藤さん作成の分析表から無作為で抽出して該当した人に説明してもらう。

３）ボラ連・SA いけだ の行く末、課題について 意見交換

・10 周年記念座談会でのテーマにもなっているが、それぞれ皆さんに考えておいてもらいたい。

・来年度は、ボラ連の当番が回ってきます。現状のままで引き受けるのか？何か改善するか？

その覚悟は、あるのか？ないのか？社協との好い関係の構築が必要かも？

⇒今後の SAいけだの方向でもある？何もしないで衰退の道を歩むかどうか？

以上

＊次回 8 月度 定例会 8 月 9 日（金） 10 時～12 時

・10 時～11 時 出前講座 ”光の話“（江角 陸 元高校教師）

・11 時～12 時 定例会

場所； ステーション N ビル 社協ボラセン 分室

（文責 和佐）



平成 25 年 8 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録
１、日時； 8 月 9 日（金） 10 時～12 時 00 分

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） 榎本、伊藤、竹内、岡崎、矢倉、木下、藤井、村上、森川、中川、

岡本、重松、澤井、枡本、和佐 計 15 名

― 記 ―

＜出前講座＞ （10 時～11 時 15 分）

テーマ；「光の話」 講師； 江角 陸さん
・これまでの座学的な講座のお話しとは違い、実験要素を入れた子供向けとはいえ、大人でも十分

に楽しめ、そうだったのかと、気づかせる内容でした。“光の万華鏡“”虹の七色の不思議”“波長”

“回析格子””電磁波“”紫外線“”あ・だ・き・み・あ・あ・む“―――――。

＜定例会＞ （11 時 20 分～12 時 30 分）

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 8 月度 理事会 報告の件 （詳細は別紙 報告メモ 参照）

①ONCC（大阪府北部コミニティカレッジ） 同行援護従業者養成研修講座 受講生募集

8/26～ 5日間 豊中市生活情報センターくらし館

②歌体操 研修に関して助成金 内定通知⇒ 「認知症者と家族の支援に関する事業」

これまでの地区研修会や施設へのボランティア活動等の更なる充実のため期待が大きい。

③部会活動⇒ 歌体操； 北ブロック 12/3(火) SA 箕面主催

おもちゃ；中級⇒9/17 初級⇒10/8 会場は、どちらも 「いきいきエイジングセンター」

広報誌；レインボー絆 10 月号原稿依頼あり、竹内原稿案で提出。

HP；議事録掲載方法 福祉 IT；大阪府助成金（6万円）獲得 ・

都市環境； キッズファーム体験（服部緑地）「野菜の摘み取り実習」親子 30 組への サポート

２）ボラ連 7月度 定例会 報告

・10 月予定 講演会 の件 ⇒ 社協と共催で開催予定。 10/19 場所未定

３）10 周年記念プロ委員会（第 5回 7/12）（第 6回 ７/26） 報告

①10 周年記念誌 ・構成表 確認⇒祝辞（NPO）（社協 南野さん）・出前講座履歴掲載する。

・会員の声；600～800 字 9/末～10/中 題は自由。

・広告のページ；NPO・社協ボラセン・友愛連・くすのき庵・紙ヒコーキ倶楽部

・ラストページ；SA いけだ のマーク？

・座談会⇒昨日；重松さんによる差しさわりの無い範囲でまとめる。

明日；参加者全員から各人のボランティア観を聞く。

・編集委員会の編成⇒ 委員長・伊藤さん、委員・重松さん・木下さん・竹内さん

４）活動報告（部会・グループ・個人）

・歌体操；介護施設“すぎな” ７/28（日）

・エコップ部会；7/27（土）キッズファームプロジェクト（服部緑地公園）

５）その他；①ボランティア祭り；１０/20（日）池田小学校；申込む予定②社協 「ふれあい」PR 掲載

２、検討事項
１）ボランティア祭り；出し物⇒①まり ②ぶんぶんちょうちん③ヘリコプター④こま ・バルーンアート

＊製作順序や材料手配等の打ち合わせは、９/4(水)午後 1 時半～ N ビル 3F 3 号室 で行う。

２）ブログ掲載基準等⇒ 歌体操記事で様々な意見が出ている。後日、討議する。

以上

＊次回 9 月度 定例会 ； ９月 13 日（金）10 時～12 時 N ビル 地下社協分室

同日 午後 1 時半～ ボランティア祭りのおもちゃ作りを予定します。 （9/4 確認予定）

（文責 和佐）



平成 25 年 9 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録
１、日時； 9 月 13 日（金） 10 時～12 時 00 分

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） 榎本、伊藤、竹内、岡崎、矢倉、木下、藤井、村上、森川、澤井、和佐

計 11 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 9 月度 理事会 報告の件（詳細は、竹内さん作成資料参照）

①26 年度 NPO高大受講生募集協力依頼⇒市町村高齢福祉担当課へ広報掲載依頼

⇒ 9/9 竹内さんが市・高齢福祉総務課へ市報掲載依頼済み；10 月号に掲載予定

②ONCC大阪府北部コミニティカレッジ；募集要項へ地区 SA の後援掲載のお願い；

⇒ 「SA いけだ」としては、後援団体として掲載承認する。（出席者賛同）

③部会報告；歌体操⇒①高齢者施設での支援活動に「SA いけだ」2 組（SA いけだ・北摂２１）登録

②研修交流会；北ブロック 12/3 箕面サンプラザ（SA 箕面・豊能 担当）

・おもちゃ⇒中級 9/17 初級 10/8

・広報誌⇒①地区 SA のチラシ；「SA いけだ」内容が濃いとの紹介。

②広報委員会 アンケート分析のプレゼン

③ONCCのホームページに地区 SA のブログ掲載の可否検討⇒「いけだ」OK

④ブロック交流会；今年度ブロック交流会（おもちゃ）⇒「SA いけだ」での開催要請あり。別途検討

２）10 周年記念プロ委員会 ３）10 周年記念誌編集委員会 各報告

⇒①過日の座談会 ご苦労様でした。②表紙 イラスト等は、木下さんに依頼中。③座談会内容は

現在読み合わせ中で、記念誌にはダイジェスト版とし、会員全員には、全内容を別紙として配布。

④会員の声；原稿提出（今月末～10 月中旬）。800 字前後。テーマ自由。MS明朝。11 ポイント。

⑤最終的なページ数は、かなりの増ページになります。

４）ボランティア祭り 実行委員会 報告 （開催日・場所の変更があります）

①開催日； 10 月 26 日（土）10 時～16 時

②場所；池田駅前 てるてる広場

③作品、製作等日程は、9/4 打合せ議事録 参照。

５）活動（グループ・個人）報告 ； 伊藤さん作成の総括表による。

①10 周年記念誌に掲載。②活動内容のプレゼン⇒藤井さんに報告して頂く。（子育て支援課の

行事等へのボランティア支援活動紹介） ；次月より各会員に発表をお願いします。

②池田市内の障がい者施設のイベント紹介； 都合つく方、一度覗いてください。

＊ほっこり広場（三恵園・東山作業所・くすのき学園 参加） （物品等の販売）

９/22・10/12・12/14・1/11・2/8・3/8 （11 時～3 時）； 池田駅前てるてる広場

＊くすのき祭り（第 9 回 あつまろう！くすのきへ！） 9/28(土)11 時～3 時 「くすのき学園」

2.検討事項
１）SA 連協 北ブロック交流会 おもちゃ 開催要請の件

①「SAいけだ」が、主催する。

②時期は、26 年春休み中（3月末から 4 月初め）；当会のおもちゃ教室と併催？

③場所は、北会館か、南会館？ 駅前が良いと思う。

④広報等は、後日検討。

２）「SA いけだ」の HP・ブログについての掲載基準等見直しを含め後日検討。（竹内さん担当）

３）座談会 「明日」の項 意見交換等 次回予定。

以上

＊次回 10 月度 定例会 10 月１１日（金） 10 時～12 時

場所； ステーション N ビル 社協ボラセン 分室

*終了後、おもちゃ作り（ボランティア祭り）を当所にて、午後 1 時半～

行いますので、予定方お願いします。

（文責 和佐）
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