
平成 26 年 4 月度 「SA いけだ」 総会 ＆ 定例会 議事録
１、日時； 4 月 11 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、岸、澤井、森川

榎本、木村、重松、 （新入会員）藤田、秀野 計 17 名

― 記 ―

＜議題＞

１、平成 26 年度 定期総会 ； 出席 17 名+（委任）岸本・枡本・山﨑＝3 名

*議長 和佐 ⇒ 20 名（委任状含む） 過半数により成立（会員数 23 名）

*審議案件
１）第１号 議案 ； 平成２５年度 活動報告 承認の件

２）第２号 議案 ； 〃 会計決算報告並びに監査報告

*拍手でもって 承認＊

３）第３号 議案 ； 平成２６年度 活動計画（案） 承認の件

４） 第４号 議案 ； 〃 会計予算（案） 承認の件

質疑）①寸志の１万円は、歌体操関係に使ってほしい。

②ボランティア活動に対する謝礼は、個人の裁量に一任。寄附等の如何は、問わない。

③池田市公益活動促進協議会（NPO ｾﾝﾀｰ）への正会員としての加入検討の時期？

④現状の繰越金等から、先行きの運営のために、会費の見直しの検討が必須。

*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

・4/29 千里こどもカーニバル 4名参加予定

②ボラ連 ３月度 定例会 報告

③北ブロックおもちゃ交流会 報告

・親子ずれ等 191 名 SA 会員 35 名 計 226 名 大盛況！

④ＮＨＫ総合 ドラマ10「サイレント・プア」火曜 PM10～ ；豊中社協 ＣＳＷ 活動がモデル

２）検討事項

①活動報告の件； 25 年度で一旦休止します。 総括報告を検討します。

*社協報告の関係は、毎月の定例会で確認して、まとめ、報告する。

②イベント等の際の実行委員会立ち上げの件

；歌体操 北ブロック交流会 進め方等 ・おもちゃ教室 ・ボランティア祭 他

以上

*このあと、おもちゃ交流会の慰労と新入会員歓迎と併せ昼食会を「青冥」で行う。

（14名の参加）

＊次回 5 月度 定例会 5 月 9 日（金） 10 時～12 時

場所； N ビル 地下 社協分室

（おもちゃ講習会を藤井講師のもと、開催します）

（文責 和佐）



平成 26 年 5 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-5-10

１、日時； 5 月 9 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、岡崎、藤井、森川・木村

藤田、秀野、重松、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

①SA 連協 26 年度 活動計画・会計予算 承認； 予算逼迫状況にある。⇒改善の検討

②おもちゃ部会 ；中級「おもちゃ教室」とし、SA ネット大阪 おもちゃ事業部の主催に参加協力。

〃 ；初級おもちゃ部会は、「おもちゃ部会」とし、偶数月で開催。

③歌体操部会； 北ブロック交流会 池田開催（9～11 月）

④交流部会活動の有料化検討； （初級）おもちゃ部会 会費＠200 円とする。

歌体操部会 会費 ＠100 円 とする。

⑤会員名簿提出； 連協会費 23 名 X200 円 ＝4600 円 ＊一部電話番号等修正

２）ボラ連 4 月度 定例会 報告の件

①助成金 大同生命 「シニアボランティア活動助成」 以前申請したが、落選。今回見送る。

②ボランティア意識調査報告交流会； 5 月 17 日（土）10 時～ Nビル ３F 5 会議室

③今後の運営方法⇒ 隔月 定例会＆交流会を企画する。

2.検討事項
１）災害ボランティア訓練 社協職員+ボラ連 役員他 ６/２５（水）9 時半から

⇒ 参加予定； 重松・藤田・矢倉・竹内・和佐

２）ボランティア意識調査報告＆交流会； ５/17（土） 10 時～12 時 N ビル ３F 5 会議室

⇒ 参加予定； 竹内・藤田・重松・矢倉・岡崎・和佐

３）五月丘小学校 5 年生父兄親睦会 紙ヒコーキ イベント ； 6 月 6 日（金）13；55～ 1 時間半

＊紙ヒコーキ倶楽部 （前田さん） 講師にて、体育館で実施予定。 児童約 100 名他父兄・先生

⇒ 「SA いけだ」より応援； 伊藤・藤井・岡崎・藤田・森川・和佐

＊５/12（月）午後事前打ち合わせします。結果等後日連絡します。集合場所・時間等

４）歌体操 北ブロック交流会 実行委員会 立ち上げ；

⇒ 5 月 16 日（金） 9 時半から ； N ビル 地下分室 場所日時等相談します。

＊ メンバー； 森川・ 竹内・ 木村・ 伊藤・ 和佐

５）連協部会活動 会費 負担； ・初級 200 円 X６＝1200 円 ・歌体操 100 円 X１２＝1200 円

⇒ 会の負担とし、予算に追加する。会を代表して参加しているので、定例会等で伝授する。

３、連絡事項

１）歌体操地区研修会 ⇒ 6 月・7 月・8 月・9 月 4 回予定（活動計画）

*支援活動部より講師派遣要請する。（森川さん）

*6 月 13 日（金） 6 月度 定例会の後 開催します。

⇒ 場所； コミセン ４F 講習室 時間； 13 時半から

＊都合つく方 予定方お願いします。

以上

*11 時 10 分から 「おもちゃ研修会」 藤井講師

＊ふあふあクラゲ ＊ちょうちょ ； 材料用意等ご苦労様でした。

＊次回 6 月度 定例会 6 月 13 日（金） 10 時～12 時

場所； N ビル 地下 社協ボラセン分室

*午後 1 時半からは、“歌体操地区研修会”コミセン４F で開催します。

（文責 和佐）



平成 26 年 6 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-6-14

１、日時； 6 月 13 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） 矢倉、村上、木下、岡崎、藤井、森川・藤田、秀野、重松、中川、和佐

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大阪マラソン 参加者 30 名 他、各地区単独で申込み。

②歌体操部会；交流会⇒南ブロック；9/26 中ブロック；10/10 北ブロック； 11 月予定

③おもちゃ部会；初級⇒6/10 大淀コミニティー

④広報委員会；ブログ開設 18 地区 ＨＰ部会⇒部会長選任予定 ＊ブログ研究部会立ち上げ。

⑤千里子どもカーニバル 毎日新聞主催 ＳＡ吹田より参加地区ＳＡに謝辞。（吹田 会長）

⑥企画委員会；第三の柱として、「カーリンコン」「ふうせんバレー」を検討。おもちゃフェスタは、

今年度休会としたい。ＡＴＣ（南港）での「親子おもちゃフェスタ」11/１～3 要検討。

２）ボラ連 5 月度 定例会 報告の件

*5/17 ボランティア意識調査 報告 ⇒ 「みんなで語ろうボランティア」 33 名参加

7/19（土）「ボランティア交流会」10～12 時（Ｎビル 3Ｆ） 参加者 募集（別紙申込み）

関連報告； ボラ連の全国大会は、第 23 回として、岐阜市で開催予定。（9/27～28）

３）五月丘小学校 5 年生父兄親睦会 イベントの件； 6/6 児童 100 名他父兄 体育館にて

紙ヒコーキ倶楽部（前田さん以下 4名）「ＳＡいけだ」6 名協力で実施。ご苦労様でした！！

４）ＯＮＣＣ（大阪北部コミニティーカレッジ） 2 期生受講生と地区ＳＡ交流会の件；6/3・ ６地区ＳＡＰＲ

⇒ 受講生の一言；「ＳＡ活動が理解された反面、全く無関心な人も中に居られる」

５）社協ボラセンより⇒ ①分室の鍵の件；新規手配で、6/20 以降に新旧と交換。19 日以降は、現行の

鍵では、使用できません。②「ふれあい」9 月号 記事募集；7/４まで。

2.検討事項
１）歌体操 北ブロック交流会 実行委員会 立ち上げ 報告の件；

；5/16 第 1 回実行委員会 開催 議事録参照；

開催予定日 11 月 10 日は、市の行事予定があり、28 日なら可能。次回の検討。

２）研修会・出前講座のテーマ検討の件；

・中央公民館の市民企画講座に歌体操教室？企画応募の検討。連協支援活動部と相談する。

・傾聴「なごみ」と共同で障がい者施設見学、スタッフと意見交換会を企画⇒ 三恵園（中川原）

・これまでの、出前講座の中から再度提案する。

３）広報活動の件； ＰＰの見直し検討。（ＯＮＣＣで使用したリーフレット・伊藤さん作成を参考する）

以上

*終了後、午後 1時半から 3時半まで 歌体操地区研修会 開催（コミセン）

・ふくまる体操；インストラクター2名

・市広報誌 市民レポーター 安田さん（日本語ボランティア）の取材

＊多数の参加ありがとうございました。

＊次回 7 月度 定例会 7 月 1１日（金） 10 時～12 時

場所； N ビル 地下 社協ボラセン分室

*午後 1 時半からは、“歌体操地区研修会”コミセン（場所 未定）で開催します。

（文責 和佐）



平成 26 年 7 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-7-13

１、日時； 7 月 11 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） 矢倉、村上、木下、岡崎、藤井、森川・藤田、秀野、重松、澤井、常国

木村、岡本、伊藤、和佐 計 15 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（別紙 資料参照）

①会員数；26 年度 900 名 （25 年度 881 名）

②歌体操部会；交流会⇒北ブロック 11 月予定 （いけだ） 部会は、7/28・中央研修会 7/10

③おもちゃ部会；初級⇒10/14 ネット大阪⇒7/25 ；ATC 親子おもちゃ教室 11/2 北ブロック担当

*ATC 参加について；「SA いけだ」は、当日メンバー都合つかない為不参加としたい。

④ＨＰ部会⇒部会長選任予定 ＊ブログ研究部会・HP 管理委員会の立ち上げ。

⑤企画委員会⇒ 第三の柱にニュースポーツ「カーリンコン」に取り組む。

２）ボラ連 6 月度 定例会 報告の件

①災害ボランティアセンター設置運営訓練（6/25）

②7/19（土）「ボランティア交流会」10～12 時（Ｎビル 3Ｆ） 参加者 募集（別紙申込み）

③6/21 定例会； 課題抽出のための意見交換⇒声の図書・手話団体運営改善・駐車料金等々

３）中央公民館市民企画講座応募の件

＊「介護予防歌体操市民塾」として、10 月～12 月 （5 回）20 名 講師；連協 の内容で申し込む

⇒ 昨日（12 日） 教育委員会より 不採用の結果通知がありました。理由は、不明です。

４）活動（部会・グループ・個人）報告の件

①歌体操部会⇒（森川さん・木村さん・竹内さん）7/20 “すぎな“ 7/26”万寿荘“ 御苦労様です。

②傾聴“なごみ”⇒会員数 26 年度 22 名 ボラセン通じて V希望者あり。見学希望もあり、好評。

・活動状況；毎月 7 施設 延べ20～30 名対応している。研究会等スキルアップを図る。

③藤井さんからの報告⇒川西の子育て支援グループ「どんぐり」へおもちゃ作りの講師で参加予定。

５）社協 ボラセン 依頼事項の件

①「ぽこフェスタ」（豊中の音楽サークル）イベントの受付応援 （別途 資料配布）

⇒ 9/14（日） 14 時開演（アゼリヤホール） 5 名程度

（応援予定； 伊藤・藤井・森川・藤田・竹内 5名――社協へ連絡しておきます）

６）ONCC 3 期生 SA 講座カリキュラム検討委員会 報告の件

①ONCC の理事メンバーに「SAいけだ」「SA とよなか」の会長が参加。

②教科のアシスタント候補者の要請があり、別途人選中。 講師に倉田前市長をお願いする。

2.検討事項
１）歌体操 北ブロック歌体操交流会の件

・11 月分は、8月 1日以降申込みにつき、、結果次第で対応する。（8 月定例会後委員会開催）

２）研修会の件

・傾聴「なごみ」と合同で障がい者施設見学、スタッフと意見交換会を企画する。

施設は、「三恵園」（中川原）で 了解を得る。⇒ 9 月 16 日（火）13 時 30 分～2 時間程度

３）広報活動の件； ＰＰの見直し検討。（ＯＮＣＣで使用したリーフレット・伊藤さん作成を参考する）

＊検討委員会メンバー；伊藤・木下・藤田・竹内・和佐 （藤井・森川） 日程後日連絡。

４）8 月度 定例会の件

*お盆シーズンですが、 8 日（金）ですので、予定通りとします。

以上

*終了後、午後 1時半から 3時半まで 歌体操地区研修会 開催（コミセン・休養室）

参加者 21名と、驚きでした。森川さんの口コミ、チラシの配布、市広報掲載等の

効果でしょうか？ 8月は、休み。 9月 12 日（金）定例会の後予定します。

＊多数の参加ありがとうございました。

＊次回 8 月度 定例会 ８月 ８日（金） 10 時～12 時

場所； N ビル 地下 社協ボラセン分室 （文責 和佐）



平成 26 年 8 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-8-09

１、日時； 8 月 8 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） 矢倉、木下、岡崎、藤井、森川・藤田、秀野、重松、澤井、木村、岡本

竹内、伊藤、中川、和佐 計 15 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項
１）SA 連協 8 月度 理事会 報告の件（別紙 資料参照）

①高大 スポーツ大会（10/15） ②大阪アクティブシニア協会⇒アクティブシニアが溢れる大阪事業

③SA ネット大阪⇒・認知症予防講座・おもしろ算数教室⇒中川さん受講中、サポーターを目指す？

④歌体操部会⇒北ブロック交流会、11/28 予定で進める。（12/2 予備）

⑤おもちゃ部会⇒ATC おもちゃフェスタ（11/1～3） 当会は欠場。

⑥広報委員会⇒広報誌部会・ブログ研究会・都市環境部会 ＊部会長未定。

２）ボラ連 7 月度 定例会 報告の件

①第１回ボランティア交流会（７/19）課題・テーマを決める。

②第２回 〃 （9/20）Nビル会議室；テーマ毎に集まり活動計画を立てる。

３）広報委員会報告の件

①７/１７・/３１の２回実施⇒広報誌９月定例会配布予定；6 頁予定、原稿他ブログ記事の転載を

中心にして、伊藤さん原案検討中。新入会員（藤田さん・秀野さん）紹介。イベント、部会実施報告。

原稿募集します。⇒題材は、自由です。字数制限ありません。8 月末までに伊藤さんへ。

４）活動（部会・グループ・個人）報告の件

①歌体操部会⇒（森川さん・木村さん・竹内さん） 8/24 “すぎな“ （8 月休み）”万寿荘“

＊時間等都合つく方、一度、お手伝い感覚で、参加協力方お願いします。

１、“すぎな 豊島南“ 毎月第 3 日曜日 2 時～ ＊8 月より矢倉さん参加（マジック）

２、”万寿荘“ 毎月第 2 土曜日 2 時～

②池田傾聴“なごみ”⇒ 7 月度定例会 （鴨志田講師による研究会）

5）ONCC 3 期生 SA 講座カリキュラム検討委員会 報告の件

①ONCC の SA 教科のアシスタントに藤田さん参加。

②概要；・1 年制・25 名・受講料；2 万円・「地域福祉を学ぶ科」～そして いきがい再発見～

＊あなたと地域を結ぶボランティア～あなたは何が出来る？何がしたい？

2.検討事項
１）歌体操 北ブロック歌体操交流会の件⇒11/28（金）予約済み

２）研修会の件⇒9/16 障がい者支援施設「三恵園」見学 傾聴「なごみ」と合同参加

・参加予定者（竹内・伊藤・岡崎・木下・澤井・藤井・矢倉・藤田・森川・枡本・和佐 11 名）

・集合；13 時池田駅前バス停付近（マイクロ車・自家用車に分乗） ・13 時 30 分現地集合可

３）平成 26 年度ボランティア祭の件⇒10月 18 日（土）池田駅前公園 参加申し込む

①おもちゃ展示即売⇒（3 種類）；風車（ふつう）風車（渦巻き）消えないシャボン玉/バルーンアート

＊9 月度定例会で作品作成等スケジュール打合せする。

②歌体操は、講師（藤川・加藤さん）都合により、決める。

４）SA 勉強会の件⇒SA 講座修了生以外の会員（8 名）へ理解等振り返りを兼ねて理念の共有を図る。

5）今後の企画案件の件⇒①出前講座；市のまちづくり講座よりテーマ候補の選びだし。（藤田さん）

②パソコン研修会；ブログ等自前パソコン持参で教授してほしい。⇒榎本さんにお願いする。

③懇親会；一泊ツアー・忘年会・食事会 ④交流会；SA 他地区。ボラ連参加グループ等との交流

以上

＊終了後、１時半より 2 時間、SA 活動のあり方等有志各位の参加で意見交換をしました。

（参加者；重松・竹内・木下・森川・中川・藤田・和佐）

Cf；部会活動（おもちゃ・歌体操 ）方向性？地区から広域活動への転換？

研修会（施設見学先として、対象に障がい者・防災・防犯等関係） 他

＊次回 9 月度 定例会 9 月 12 日（金） 10 時～12 時 場所；N ビル 地下 社協ボラセン分室

終了後、1 時半から 歌体操地区研修会 （コミセン 1F 休養室）を開催します。 （文責 和佐）



平成 26 年 9 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-9-13

１、日時； 9 月 12 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） 矢倉、木下、岡崎、藤井、森川・藤田、重松、澤井、木村、竹内、伊藤

榎本、中川、村上、和佐 計 15 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（別紙 資料参照）

①高大 スポーツ大会（10/15） ②歌体操部会⇒北ブロック交流会（池田）、12/2

・南ブロック交流会（藤井寺）9/26 ・中ブロック交流会（大阪市）10/10

③おもちゃ部会⇒ATC おもちゃフェスタ（11/1～3） 池田は、不参加。北ブロック 11/22

⇒一般親子参加、品目は、重複 OK。地区自慢品の展示。地区参加人数 連絡すること。

２）ボラ連 報告の件

①大阪府市町村ボランティア連絡会へオブザーバーとして参加⇒研修会等に参加する。

３）広報誌 発行報告の件

①本日 10 号配布。

４）活動（部会・グループ・個人）報告の件

①歌体操部会⇒（森川さん・木村さん・竹内さん） “すぎな“8/24・9/28 ”万寿荘“8 月休み・9/20

＊時間等都合つく方、一度、お手伝い感覚で、参加協力方お願いします。

１、“すぎな 豊島南“ 毎月第 3 日曜日 2 時～ *8/24 矢倉さん参加（マジック）

２、”万寿荘“ 毎月第 2 土曜日 2 時～

5）ONCC 3 期生 SA 講座カリキュラム検討委員会 報告の件 （藤田さん アシスタントとして活動）

①チラシの配布；・1 年制・40 名・受講料；2 万円・「地域福祉を学ぶ科」～そして いきがい再発見～

＊あなたと地域を結ぶボランティア～あなたは何が出来る？何がしたい？

６）研修会；三恵園 訪問（9/16）参加者；予定通り 11 名 他に傾聴なごみ より、6 名参加

７）ぽこフェスタ 受付応援 （9/14） 伊藤さん・森川さん・藤井さん 他に「なごみ」より 3 名

2.検討事項
１）平成 26 年度ボランティア祭の件⇒10月 18 日（土）池田駅前公園 参加申し込む

①おもちゃ展示即売⇒（3 種類）；風車（ふつう）風車（渦巻き）消えないシャボン玉/バルーンアート

＊おもちゃ作品 1 つ追加（マジック） *数量 ；計 120 個+α

②製作スケジュール；9/19（金） PM1；30～ Nビル分室 ⇒マジック から製作予定

＊9/26PM～ ・ 10/3PM～・ 10/10（金）PM（定例会後） *別途他日予定する。

*予算；5,000 円ぐらい。 材料費；3,000 円 バルーン；1,500 円

③歌体操 ；連協より講師他 6 人ほど参加

２）歌体操 北ブロック交流会の件⇒ 12/2（火）池田市保健福祉総合センター4F 大会議室

・開催時間等スケジュール 部会と相談して決める。（森川さん）

・「SA いけだ」が、作成等するもの？⇒開催案内状 →10/2 連協理事会で配布等案内する。

・11／中 ぐらいまでに、出場エントリー、プログラム、チラシ等完成させる。

⇒ 10 月度の定例会（10/10）で打合せする。

以上

＊午後 1時半から 歌体操地区研修会 （コミセン大会議室） 開催する。

＊市報等での宣伝、勧誘もあり、総 25名の参加。

＊次回は、 11月 14 日（金）定例会後の 1時半～ コミセン大会議室 予定。

＊次回 10 月度 定例会 10 月 10 日（金） 10 時～12 時 場所；N ビル 地下 社協ボラセン分室

終了後、1 時半から ボランティア祭 おもちゃ作品、パネル、チラシ等打ち合わせ。 （文責 和佐）
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