
平成 25 年 10 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’13-10-15

１、日時； 10 月 11 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、木村

山﨑、岡本、和佐 計 14 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項
１）SA 連協 10月度 理事会 報告の件

①26 年度 NPO高大受講生募集協力依頼⇒10 月号市広報誌に掲載。

②ONCC大阪府北部コミニティカレッジ；募集要項に地区 SA の後援掲載⇒11 月初旬ごろ配布

③部会報告；歌体操部会⇒①高齢者施設での支援活動に 4 名（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）

・おもちゃ部会； ブロック交流会⇒11/3 中ブロック 寝屋川公園 3/末 北ブロック SAいけだ

・福祉 IT⇒トラック協会 “トラックフェスタ”に授産施設の製品販売 10/20 万博公園

・HP 部会⇒ ブログに老大同窓会などの団体をリンクする。

２）ボラ連 9 月度 定例会 報告の件

・共同募金 10/4 ボラ連担当 16 名参加 ・さざなみコンサート 12/7（保健福祉総合センター）

３）10 周年記念誌編集委員会 報告

⇒①表紙 イラスト等は、木下さんに依頼中。②座談会内容は、6 ページに集約編集

③祝辞・あいさつ文での写真は、寺戸会長のみ。④活動分析は、グラフ中心。説明文は、再検討。

⑤会員の声；原稿提出の呼びかけ。（10/20 期限） 全会員投稿。⑥広告掲載先 再検討

⑦部会活動の項⇒さくらんぼの会の発足当時の写真があればーー？

４）ボランティア祭り 説明会 実行概要の報告

①開催日； 10 月 26 日（土）10 時～16 時 *団体数は、18 団体で 例年より 10 団体少ない

②場所；池田駅前 てるてる広場 ③備品は、机 1 テーブル・椅子 2 脚 ④会場は、狭い

⑤作品製作⇒作品数は、３点に減らす。⑥ステージは、小谷グループ欠場で「SA いけだ」単独参加

⇒SA 連協 支援活動部に 5～６人の応援を依頼する。交通費＠1,000 円/人用意する。

⑥バルーン アート 練習日⇒10/16（水）午後 1 時半～ コミセン共生サロン 小会議室 予約済

⑦ 最終確認は、前日の 10 月 25 日（金） 午後 1 時半から N ビル 地下分室で行います。

５）活動（グループ・個人）報告 ； 伊藤さん作成の総括表による。

①活動内容のプレゼン⇒藤井さんに再度報告して頂く。子育て支援等以外について；

＊手作りおもちゃの活動；①大阪市内の全興寺②服部緑地 SA17 期グループ③京都市内等

＊縫製などの活動；さおり織り（くすのき学園）

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）

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

＊東山作業所まつり 10/26 ＊くすのき学園⇒空き缶 集め の支援活動/（10 円/Kg)

＊第 10 回 秋祭り咲笑シンポジュウム 10/20 文化会館

６）その他； ボランティア手帳 10 冊 申し込み済み（11 月配布予定）

2.検討事項
１）広報活動；①歌体操地区研修会(１１/8)⇒森川さん案 ・NPO広報誌コアラに掲載依頼済み

②ボランティア祭りにチラシを撒く⇒会員募集・歌体操地区研修会

２）ボラ連 あり方； 会員グループの減少⇒当番幹事の引き受け問題？来年度「SA いけだ」の

当番であるが、現状ままでいくか？改革するか？退会するか？⇒検討課題

３、連絡事項
①高大募集案内 ②ONCC講演会＆音楽会 ③高大校友会広報誌 「れいんぼー絆」の配布

以上

＊次回 1１月度 定例会 1１月 8 日（金） 10 時～12 時

場所； コミセン ２F NPO センター さつき

*終了後、歌体操地区研修会を午後 1 時半～ 4F 講習室 で行います。お集まりください。

（文責 和佐）



平成 25 年 11 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’13-11-10

１、日時； 11 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） 榎本、伊藤、竹内、矢倉、木下、村上、森川、木村、山崎、岡本、重松、和佐

（新入会員 常国七重） 計 13 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 11 月度 理事会 報告の件

①渉外委員会⇒役割の再検討、

②部会報告；歌体操部会⇒①10/４ 中ブロック；76 名参加 12/3 北ブロック（SA箕面）

②26 年 3/14 アクティブシニア 2014 歌体操フェスタ

おもちゃ部会⇒ 北ブロック交流会 実施。「SA いけだ」に合わせる。4 月でも OK.

２）ボラ連 10 月度 定例会 報告の件

・10/19 研修会 ”ボランティアとは？“；ワークショップ他

３）10 周年記念誌編集委員会 報告

⇒①座談会内容は、6 ページに集約編集、ダイジェスト版のみとする。

②会員の声；原稿は、全会員対象として、既掲載の物故会員等今回の未提出会員も含める。

４）ボランティア祭 結果報告

①開催日； 10 月 26 日（土）10 時～16 時 *団体数は、18 団体。

②場所；池田駅前 てるてる広場 ③作品；１）こま大・小２）ぶんぶんちょうちん３）手編みボール

数量；各 30 個、 完売。販売金額；後報。⇒ 価格設定は、次回よく検討すること。

③ステージ出演；連協支援活動部・SA 吹田より応援。6 曲。好評。次回から「SA いけだ」主体とする。

・交通費補助として＠1,000 円/人 支給。

５）活動（グループ・個人）報告 ； 伊藤さん作成の総括表による。

①活動内容のプレゼン⇒ 山崎さんにお願いする。

＊点訳ボランティア⇒ パソコン入力の苦労話；広報誌の他、最近は、教科書の点訳が主体。

図形、特に展開図などイメージしながら、作業するが、苦労していますとのこと。

（参考）池田の図書館には、点字図書はありません。（以前は、あった）。豊中には、ある。

②池田市の障がい者団体イベント紹介；11/9 第 29 回 み～んなでふれあい広場（てるてる広場）

６）その他； 大阪アクティブシニア協会（OASA） 大阪府助成事業⇒豊能地区で展開の依頼受ける。

2.検討事項
１）歌体操の件；①社協よりの紹介”万寿荘“ 15 日 10 時～ 訪問する。（竹内・森川・和佐）

②12/3 連協 北ブロック交流会 参加要請⇒ 5 名 予定。

２）広報誌の件； ボランティア祭特集として 12 月発行を目指す。（伊藤さん検討）

３）懇親会等の件；ボランティア祭りの慰労会をどうする？例年の食事会？忘年会は、どうか？

⇒ 忘年会とする。12/6（金）午後 5 時以降 、場所等後日、案内します。

４）ボラ連今後のあり方； 会員グループの減少⇒現在 14 グループ。来年度「SA いけだ」の幹事

当番であるが、現状ままでいくか？改革するか？退会するか？社協との統合？⇒検討課題

⇒ 今の現状を発足当時の先輩諸氏に理解してもらうには、果たしてどうか？⇒困難。無理。

⇒ 現幹事からの引き継ぎに要望事項等をだしてもらい、新幹事間で合意できるか？

３、連絡事項
① ONCC受講案内 ②歌体操地区研修会 今日午後 1 時半から 4F 講習室で開催。

以上

＊次回 12 月度 定例会 12 月 13 日（金） 10 時～12 時

場所；N ビル 地下 社協ボラセン 分室

（定例会後半に藤井講師によるおもちゃ研修を行います。）

（文責 和佐）



平成 25 年 12 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’13-12-13

１、日時； 12 月 13 日（金） 10 時～12 時

２、場所； VTC N ビル分室

３、出席者；（敬称略・ 順不同） 伊藤、竹内、矢倉、木下、村上、森川、木村、岡本、重松、常国、岡崎、藤井

中川

計 13 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 12 月度 理事会 報告の件

①堺 SA 連協・SA門真の会が厚労大臣表彰、SA 枚方府知事表彰

②アクティブシニア協会「アクティブシニアがあふれる事業」

・25 年度泉州地区：いずみ SA 協力（ﾊﾞﾙｰﾝ）25 年度豊能地区：五月山自然観察 PJ（和佐実行委

員長）；ガイドインストラクター養成入門講座 26 年 2月 9 日（日）緑のセンター30 人募集

③校友会冊子配布

④SA 豊中（織田さん）正式な歌体操部会として活動するとの報告があった。

⑤連協来年度役員：北ﾌﾞﾛｯｸは 4 名、池田・高槻の番必至、理事長は中・南

２）ボラ連 11 月度 定例会 報告の件

・歳末助け合い運動街頭募金（池田市→ボラ連） SA いけだから 竹内さん、矢倉さん活動

・ボラ連今後の在り方の若干の議論あり、今月定例会 VTCの澤村さんに参加してもらい続きの議

論を行う予定

・新春の集いの参加申し込み本日締切、参加者 竹内さん、森川さん、伊藤 3 名の予定

３）10 周年記念誌編集委員会 報告

⇒会員の声；原稿が多く又全員参加を目指し未投稿の方の分は過去の広報誌の投稿を転載する

⇒頁数が表紙も入れて 36頁になる予定

４）歌体操 派遣要請（万寿荘）の件

・ボランティア祭りを見て万寿荘から歌体操の要請があって和佐さんと竹内さん森川さんが下見

トライアルで 12/21 14：00～に実施することにする

5）その他

①広報誌 8 号（6P）発行本日会員に配布

②来年 1 月の定例会を第三金曜日に変更する。併せて恒例の紙ヒコーキ講習会も同日午後とする

2.検討事項
１）ボラ連 今後の進め方

・報告事項にある今月の定例会で行われる討議でどういう方向性がでるか見守り検討する

２）おもちゃ教室＆北ﾌﾞﾛｯｸおもちゃ交流会の日程の件

・池田さくらまつりに併せ平成 26年 4月 5 日（土）にコミセン大会議室で行う

・SA いけだは例年のおもちゃ教室として参加し、企画準備などは連協主導とする

３）今後の計画 26 年 3-1 月

・池田市五月丘小学校の「さつき科学フェア」 26 年 2 月 25 日（火）に参加決定

・10 周年記念誌は 1/17（定例会）から配布予定

3.藤井講師によるおもちゃ研修
☆サンタクロースがトナカイのソリでやってくる・・・みんな頑張りました

藤井講師有難うございました。

以上

＊次回 26 年 1 月度 定例会 1 月 17 日（金） 10 時～12 時

★ 場所；コミセン２階 さつき（N ビルでは無いので間違わないように）

（当日午後 13：30 から紙ヒコーキ講習会を行います。）＝コミセン２階大会議室

（文責 伊藤）



平成 26 年 1 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-1-19

１、日時； 1 月 17 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、矢倉、木下、村上、森川、木村、岡本、重松、常国、岡崎、藤井

中川、榎本、山崎、澤井、岸本、和佐 計 18 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告事項
１）SA 連協 1 月度 理事会 報告の件

①SA 連協 来年度役員候補：北ﾌﾞﾛｯｸは 4 名、豊中は、継続、理事長は中・南

②歌体操フェスタ 2014 ⇒ ３/14 南地区 （和泉市） ；当会の定例会と重複する⇒日程変更？

③ブロック交流会 ⇒ 歌体操 北地区（いけだ 担当予定）；秋ごろの計画を要請されている。

おもちゃ 北地区（いけだ担当） 4/5（土） 進め方等別途検討

④連協 ホームページでの議事録 公開の是非について。⇒ 公開での制限、PWが必要。

２）ボラ連 12 月度 定例会 報告の件

・歳末助け合い運動街頭募金（池田市→ボラ連） ⇒ 54,000 円 ご苦労様でした。

・ボラ連今後の在り方 ⇒ 社協 澤村さん提供資料もあり、出席グループと意見交換する。

・現状維持（これ以上の負荷なら、退会――） ・消極的改革（必要性は、認識）

・積極的改革（4～５グループか？） ＊3 月度 定例会で新旧引継する予定。

・「新春の集い」 1/18 参加者 竹内さん、森川さん、伊藤さん 3 名の予定

・12 月の“さざなみ”イベントについて、意見交換。

３）10 周年記念誌 刊行 報告

⇒100 部 印刷 完了、本日 会員分20 部 表紙製本済；修正個所にシール貼りをしてほしい。

*残分 80 部程度の製本作業について、別途 連絡します。 月末までに製本、配布したい。

４）活動（グループ・個人） 報告

・歌体操部会⇒（森川さん）「いけだ 担当」北ブロックの歌体操交流会での会員各位の協力要請

・万寿荘 12 月のトライアルを経て、1 月実施済。 今後は、第 3 土曜日 14 時～。

・おもちゃ部会⇒ （藤井さん） ；初級の題材 羽子板他 実施 （桝本さん 参加）

・傾聴 なごみ ⇒ 傾聴講座 社協ふれあい 掲載 ； 現在 少し出足不調。

2.検討事項

１）ボラ連 今後の進め方

・2 月度の定例会で「SA いけだ」としての意見は？①社協ボラセンに統合（ボラ連の発展的解消）

②ボラ連内での積極改革グループで、運営検討⇒輪番制の廃止。活動の見直し他

*2 月度 当会の定例会（２/１４）でまとめる。

２）おもちゃ教室＆北ﾌﾞﾛｯｸおもちゃ交流会の日程の件

・池田さくらまつりに併せ平成 26年 4月 5 日（土）にコミセン大会議室→南会館も検討する。

・企画準備などは連協でなく、「SA いけだ」窓口。各地区より、作品内容、数の提出を要請する。

＊2 月度定例会から別途打ち合わせスタートする。（藤井さん、桝本さんの都合に合わせる）

３、連絡事項
１）OASA 「アクティブシニアがあふれる大阪事業」の件 ＊チラシの配布

・大阪府内 6 地区で実施する委託助成事業；豊能地区 “五月山自然観察ガイドインストラクター

養成講座“ 2 月 9 日（日） 緑のセンター 午後1 時～ 座学

・“ 〃 実践講座” 3 月 22 日（土） 同センター集合 周辺ウォーク観察 予定

以上

＊午後 1時半から”紙ヒコーキ 研修会“（前田講師） 実施 ；6名参加

＊次回 2 月度 定例会 2 月 14 日（金） 10 時～12 時

場所； コミセン 2F NPO センター さつき

*午後 1 時半から “歌体操 地区研修会” を、行います。

場所； コミセン １F 休養室

（文責 和佐）



平成 26 年 2 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-2-14

１、日時； 2 月 14 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、矢倉、村上、森川、重松、藤井、和佐

計 8 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告事項
１）SA 連協 2 月度 理事会 報告の件

①SA 連協 来年度役員候補：北ﾌﾞﾛｯｸから 4 名、中から 3 名、南から 2 名 計 9 名で協議する。

②歌体操フェスタ 2014 ⇒ ３/14 南地区 （和泉市）23 グループ

③おもちゃ交流会⇒ ４/5 いけだ 主催 各地区 SA より 3 月 6 日まで品名等連絡あり。

④連協 ホームページでの議事録 公開の是非について。⇒ 公開での制限、PWを決定する。

２）ボラ連 「新春の集い」 報告の件

・1/18 73 名 参加 ・参加者の声では、この様な集いは必要⇒なかよし会？の如しか

３）活動（グループ・個人） 報告

・歌体操部会⇒万寿荘・すぎな での実施．（森川・竹内・木村） 各位 ご苦労様です。

・おもちゃ部会⇒ （藤井さん） ；中級 サンプルの説明 ・１/17 紙ヒコーキ 研修会（前田講師）

・傾聴 なごみ ⇒ 傾聴講座 2/21・2/28・３/7

2.検討事項

１）ボラ連 今後の進め方

・2 月度の定例会で「SA いけだ」としての意見は？①社協ボラセンに統合（ボラ連の発展的解消）

②ボラ連内での積極改革グループで、運営検討⇒輪番制の廃止。活動・会則の見直し等

*種々意見等あるも、現状での改革を目指すことで次期役員を受ける。

（参考；羽曳野ボラ連 会則⇒社協ボラセンの登録メンバーで構成する。社協に協力する。等）

２）おもちゃ教室＆北ﾌﾞﾛｯｸおもちゃ交流会の日程の件

・池田さくらまつりに併せ平成 26 年 4 月 5 日（土）（11 時～15 時）にコミセン２F 大会議室 で決定。

・作業等の進行は、3/14 定例会で検討する。

① 作品名；風車・笛・ストロートンボ ②数量； 各 50 個③チラシ⇒原案 伊藤さん・検討

３）さつき科学フェア；２/25 ； お手伝いの希望者は、 8 時半現地集合ください。（五月丘小学校）

４）「第１５回春団治まつり」４/26～２７ 参加募集あるも、不参加。今回は見送る。

３、連絡事項
１）OASA 「アクティブシニアがあふれる大阪事業」の件

・大阪府内 6 地区で実施する委託助成事業；豊能地区 “五月山自然観察ガイドサポーター”

・実践講座” 3 月 22 日（土） 同センター集合 ＠300 円 周辺ウォーク観察 予定

２）幹事会の開催； 次年度の計画等打ち合わせ⇒ ３/14 定例会の後 予定。

３）高大 受講生の 26 年度 居住地別人数⇒①池田市；22 名 ②豊中市；120 名 ③箕面；42 名

④豊能郡；19 名 (総計 ２５２３名)

以上

＊次回 3 月度 定例会 3 月 14 日（金） 10 時～12 時

場所； N ビル 地下 社協分室

（文責 和佐）



平成 26 年 3 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-3-14

１、日時； 3 月 14 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） 伊藤、竹内、矢倉、村上、木下、常国、岡本、岡崎、藤井、和佐

（見学）藤田、秀野 計 12 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告事項
１）SA 連協 3 月度 理事会 報告の件

①SA 連協 来年度役員内定；

②歌体操フェスタ 2014 ⇒ ３/14 南地区 （和泉市）23 グループ

③おもちゃ交流会⇒ ４/5 いけだ 主催

④その他

２）ボラ連 2 月度 定例会 報告の件

・さざなみ （12／7） 反省 ・ボランティア意識調査

３）活動（グループ・個人） 報告

・歌体操部会⇒万寿荘・すぎな での実施．（森川・竹内・木村） 各位 ご苦労様です。

・おもちゃ部会⇒紙ヒコーキ倶楽部（前田さん）さつき科学フェア（2/25） 好評・ 150 人指導

・傾聴 なごみ ⇒ 傾聴講座 2/21・2/28・３/7 16 人受講 （修了証授与）

・エコップ部会（連協 部会）⇒ キッズファーム （ジャガイモ植え付け） 服部緑地

2.検討事項
１）おもちゃ教室＆北ﾌﾞﾛｯｸおもちゃ交流会の進め方

・池田さくらまつりに併せ平成 26 年 4 月 5 日（土）（11 時～15 時）にコミセン２F 大会議室 で決定。

① 池田；品名・数量；玉鉄砲（50 個）・フクロウ笛（35 個）・ストロートンボ（50 個）・バルーンアート

② 茨木；風車・鳴き鶏・割りばし大砲 ③吹田；ストロー人形・コケコッコー・ブンブンコマ

③ 豊中；ぶんぶんちょうちん・フアフアクラゲ・バルーン⑤箕面；マラカス・パクパク人形・ビー玉

・チラシ；伊藤私案決定（後援 ＮＰＯセンター） 枚数 500 枚（豊中；100・箕面；１００・池田；300）

・作品製作⇒ 3／28（金）午後～ （Ｎビル地下）4／2（水）午後～４／４（金）午後～まとめ

・会場設営⇒ 当日 10 時集合 ・表示⇒地区名・表題（北ブロックーーー）

２）来年度の計画等 ⇒ 幹事会 午後開催

３、連絡事項

１）OASA 「アクティブシニアがあふれる大阪事業」の件

・大阪府内 6 地区で実施する委託助成事業；豊能地区 “五月山自然観察ガイドサポーター”

・実践講座” 3 月 22 日（土） 同センター集合 ＠300 円 周辺ウォーク観察 予定

２）社協 ボランティア保険 の件

３）キッズファーム プロジェクト 5 回シリーズ ；服部緑地あすなろプロジェクト

４）ＮＨＫ総合 ドラマ 10「サイレント・プア」 4 月 8 日（火）ＰＭ10～；豊中社協 ＣＳＷ 活動がモデル

５）大阪府自殺対策と自殺予防について（資料配布）；ゲートキーパーの役割

以上

＊次回 4 月度 総会・定例会 4 月 11 日（金） 10 時～12 時

場所； N ビル 地下 社協分室

（文責 和佐）
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