
平成 26 年 10 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-10-11

１、日時； 10 月 10 日（金） 10 時～12 時 及び 検討会 13；30～15；30

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） 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、秀野、和佐 計 15 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（別紙 資料参照）

①アクティブシニアフェスタ 2015 3/9(シニア協会) ②歌体操部会⇒歌体操フェスタ 2015

3/6 （北区民センター？） ； 北ブロック交流会（池田）、12/2 ⇒ 案内状配布済み

・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

・WAM助成金 内定(謝金等支給、 研修会等への参加は、地区を代表して参加している。)

・広報誌 「広報いけだ」10 月号 SAいけだ の歌体操紹介記事

③おもちゃ部会⇒北ブロック 11/22(土)午後 1 時～ 茨木市市民会館 1F；藤井・伊藤・竹内・和佐

④カーリンコン ； 同好クラブで発足 ⑤福祉 IT 活動⇒授産製品の販売支援(アルパカ、東山)

9 月全労済・10 月トラック協会(万博公園) 岡崎さんが協力・他に高大フェスタ・老大同窓会等

２）ボラ連 報告の件

①赤い羽根共同募金 10/6 竹内・枡本さん ご苦労様。 社協あわせて、78,790 円

＊参考；所帯当りの平均金額⇒全国；248 円(香川県 559 円)大阪府；137 円(能勢町 530 円)

池田市；93 円（北摂地区で最低） 原因は、町会等の組織率が低い？40％以下。

②第三回交流会 11/15(土) 参加よろしく。 N ビル 3F 会議室 10 時～

③新春の集い；1/17(土) 午後～ ・パワーポイントによるグループ紹介（SA いけだ 協力要請）

・歌体操の指導 要請。（藤川さん他打診する）

3）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“9/28 ”万寿荘“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～ ２、”万寿荘“ 毎月第 3 土曜日 2 時～

②都市環境部会(SA 連協)⇒ キッズファーム 9/27(土)服部緑地内 落花生収穫等 約80 名親子

４）研修会；三恵園 訪問（9/16）参加者； 11 名 (感想等ブログに掲載)

５）団体支援；ぽこフェスタ 受付応援 （9/14） 伊藤さん・森川さん・藤井さん (約 800 名観客)

６）ボランティア祭の件

・10 月 18 日(土)10 時～、池田駅前公園、準備等のため、9 時現地集合お願いします。

・おもちゃ製品販売(4 種類)バルーンアート、パネル展示、ステージ出演；歌体操13 時 30 分～。

2.検討事項 ⇒ 午後 1時半からの 検討会で下記内容織り込み済みです。
１）平成 26 年度ボランティア祭の件

①おもちゃ即売⇒かざぐるま（はな）30 個(50 円/個)かざぐるま（渦巻き）30 個(50 円/個

消えないシャボン玉 30 個(50 円/個)マグネット 30 個(100 円/個)バルーンアート

②スケジュール；前日の 17 日(金)PM1；30～（N ビル分室）、風車の組み付けをします。

③パネル展示⇒ 昨年のままとする。後日、内容写真等検討していく。

④チラシの検討⇒会員募集と 12/2 の歌体操交流会の案内をあわせて、作成する。

⑤歌体操 ；連協より講師他７人ほど参加。曲目 ７曲。

２）歌体操 北ブロック交流会の件⇒SA 箕面との合同出演；11/14 研修会で 10 名ほど募り出演する。

・申込み内容等 10/27 回収につき部会より資料の提供（森川さん）。プログラムは、部会作成。

・「SA いけだ」作成等するもの？⇒11／１４ 定例会で検討。（垂れ幕・当日配布資料・チラシ等）

３）企画案件の件⇒①PC 講座 開催で榎本さん都合の調整。②出前講座；防災テーマで調整する。

３、検討会⇒13；30～15；30 ；伊藤・木下・藤井・秀野・藤田・竹内・岡崎・中川・重松・和佐/10 名

・バルーン講習(岡崎さん指導)・販売追加⇒雪っ子/50 円/個（くすのき学園 ）

以上

＊次回 1１月度 定例会 1１月 1４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 ２F) “交流会を目指して” （文責 和佐）



平成 26 年 11 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-11-17

１、日時； 11 月 14 日（金） 10 時～12 時 及び 歌体操地区研修会 13；30～15；30

２、場所； ステーションＮビル 地下社協ボラセン分室 コミセン 大会議室

３、出席者；（敬称略・ 順不同） 矢倉、岡崎、藤井、森川・藤田、重松、木村、竹内、伊藤、中川、秀野

村上、岡本、和佐 計 14 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（別紙 資料参照）

①アクティブシニアフェスタ 2015 3/9(シニア協会) ②歌体操部会⇒歌体操フェスタ 2015

3/6 （北区民センター？） ； 北ブロック交流会（池田）、12/2 ⇒ 案内状配布済み

②おもちゃ部会⇒北ブロック 11/22(土)午後 1 時～ 茨木市市民会館 1F；藤井・伊藤・竹内・森川

・品名； くまモン（50 個） パクパク（50 個）

２）ボラ連 報告の件

①歳末助け合い街頭募金；12/5 10;00～14；30 ・竹内、秀野、矢倉 参加協力

②第三回交流会 11/15(土) 参加よろしく。 N ビル 3F 会議室 10 時～

③新春の集い；1/17(土) 午後～ ・パワーポイントによるグループ紹介（SA いけだ 協力要請）

３)ボランティア祭 結果報告 ； 販売収入 9,340 円 材料費 3,000 円

雪っこ 3,200 円 （くすのき学園へ、2,500 円）

:おもちゃ指導等 藤井さんはじめ参加メンバー各位 ご苦労様でした。

；歌体操 ステージ出演； 歌体操部会員 7 名 ありがとうございました。大盛況！１

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） 石橋南地区福祉委員会 「ふれあいサロン」要請。

②おもちゃ教室⇒ 11/11 「レンジャーマン」 ・おもちゃ部会⇒10/２１ 「はねがえる」

③都市環境部会(SA 連協)⇒ キッズファーム 11/8(土)最終回・ さつまいも収穫等 約80 名親子。

2.検討事項

1）歌体操 北ブロック交流会の件⇒ SA いけだ会員全員 １２/2 午前 11 時 大会議室前に集合。

①プログラム 印刷；11 月末 参加者 130 名 関係者 30 名 一般 10 名 計 170 枚

②案内役；・改札口 （木村・森川） 池小前（重松） 関電斜め前（竹内）⇒会場設営途中で現場へ。

③会場設営；11 時集合して、スタートする。（岡崎・伊藤・藤田・村上・和佐 他）

＊閉会 １６時 終了後元の位置に戻す。 会員全員で作業する。

④受付；SA 連協 （部会・辻（SA 茨木）他） SA いけだ・一般（森川他）

⑤案内掲示作成；伊藤案で進める。 ・椅子席で地区名表示 ・

２）企画案件の件⇒①PC 講座 （ブログ中心） １２/８ １３；３０～（センターIT 講習室）

②懇親忘年会；12/12 定例会 のあと、17時 30 分から“ふぐ好”＠4,000 円

＊その後、会場満席のため、12月 10 日（水）に変更。出欠の連絡を！！

③「SAいけだ」パワーポイント作成；伊藤私案で進行中。

３）12 月以降の予定の件 ⇒ 1 月定例会“おもちゃ教室”藤井さん検討ください、

４）ONCC 講座受講生募集 ；受講希望者の集まりが悪い。広く口コミをよろしく。

以上

＊次回 12 月度 定例会 12 月 12 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 12 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’14-12-15

１、日時； 12 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） 矢倉、岡崎、藤井、藤田、重松、木村、竹内、伊藤、中川、秀野、澤井、

村上、和佐 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（別紙 資料参照）

①アクティブシニアフェスタ 2015 3/9(シニア協会)

②北ブロック交流会 おもちゃカーニバル 11/22(土) 茨木 147 名＋ 市民152 名

・品名； くまモン（50 個） パクパク（50 個） ＊藤井・竹内・森川 参加 ご苦労様でした。

③同上；歌体操交流会 12/2 (火)いけだ主催；152 名 盛大に終了、参加会員各位ご苦労様でした。

⇒助成金 5,000 円（歌詞チャート作成費・1000 円＝三森さんに依頼。他経費等3,000 円他）

④２７年度役員改選の件； 役員人選難航から、ブロック内から地区推薦方式の予定。推薦要請あり。

２）ボラ連 報告の件

①歳末助け合い街頭募金；12/5（金） ￥57,933 円 ・竹内、秀野、矢倉 様ありがとうございました。

②ボランティア新春の集い；1/17（土）13 時～ ；PP によるグループ紹介・交流会報告 他

参加メンバー； 竹内・森川・藤井・澤井・岡崎・和佐 参加費 ＠500 円/名

３)パソコン教室；ブログ講座 2014（１２/8）榎本講師；11 名の参加・次回も来年予定。

４）中間（4 月～11 月） 会計報告 ；繰越 19,903 円 収入 40,050 円 支出 22,155 円 残 37,798 円

5）活動（部会・グループ・個人）報告の件

①おもちゃ教室⇒ 1/20 （火）「金魚」大淀コミセン。おもちゃ部会⇒２/10（火） 「びっくり箱」府指導センター

②関関カラーズ 協力要請の件；12/21（日）12 時半 集合；参加の親子におもちゃ作りをする。

（但し・学生が主体でする。参加費；100 円。）行き違い等有り。当日、現地で確認。

⇒枡本さん・藤井さん 1 時間程度参加予定。他のメンバーで都合つく方、参加下さい。

（SA 活動の目的の一つ、「子供の健全育成」のきっかけにこの大学生とのコラボも可能か？）

③「池田傾聴なごみ」⇒“傾聴ボランティア講座”3日間（1/23・1/30・２/6）午後 1 時半～；保健センター４F

６）会員動向； 岸本元子さん から、体調等により退会の意思表明がありました。来年 3 月をもって了承しました。

（設立当初から当会にご尽力されましたことにお礼を申し上げたいと思います。）

2.検討事項
１）企画案件の件⇒①PC 教室（ブログ講座） 後日、要請次第 検討する。

②歌体操地区研修会；1月度予定するも、講師都合で 2月度定例会の午後とする。

③出前講座；防災等 来年度検討する。

④おもちゃ講習会；1月度定例会の中で実施します。（藤井講師）

2）広報；広報誌 1月定例会で配布予定。ボランティア祭・歌体操交流会他掲載。

＊本日、午後 1時半から、内容等について、意見交換をする。

３）会費；NPO 会費 ⇒今後の活動助成等から、月 100 円として、1,200 円/年

・NPO 会費は、設立 10年と、育てのお礼も含め、名誉ある地位として、正会員となること

も意味のあることと考える。一つの、寄付行為と捉える。会費の意味が異なる。

＊3月まで検討したい。

４）次期の役員改選については、連協理事等役割分担も含め 3月までに検討予定。

５）会員勧誘、獲得策の件；会員の高齢化、活動の多様化もあり、会員の増員が必須です。

いろいろと、広報等を通じて、また各人の口コミなど、名案を！！。

以上

＊次回 1 月度 定例会 1 月 16 日（金） 10 時～12 時 場所；N ビル 地下 社協ボラセン分室

＊ 注意； 本来の 1 月 9 日（金）から 翌週に 変更しました。歌体操は、2 月に延期です。

（文責 和佐）



平成 27 年 1 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-1-20

１、日時； 1 月 16 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） 矢倉、岡崎、藤井、藤田、重松、竹内、伊藤、中川、秀野、木下、村上、

森川、和佐 計 13 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 1 月度 理事会 報告の件（別紙 資料参照）

①アクティブシニアフェスタ 2015 3/9(シニア協会)

②アクティブシニア歌体操フェスタ 2015 ⇒名称変更 「大阪府 SA 連協歌体操フェスタ 2015」 とする。

3/6 大阪市北区民センター

③広報； レインボー絆へ、「北ブロック歌体操交流会」の記事を投稿してほしい。⇒ 伊藤さんにお願い。

3/11 までに、竹内さんまで、連絡のこと。

２）ボラ連 報告の件

①ボランティア新春の集い；1/17（土）13 時～；PPによるグループ紹介・交流会報告 他 65 名参加予定

②Vセンター 主催；V スキルアップ研修会 3/6（金）14 時～ ＊福祉総合センター４F

３)ブログ講座（榎本講師）の件； 受講生より「SA いけだ」のブログに最低 1 件投稿してほしい。

４）活動（部会・グループ・個人）報告の件

①歌体操⇒ 1/29 ポプラ鉢塚 （サービス付き高齢者住宅 （サ高住）・ 14 時～）

②おもちゃ⇒ 2/24 さつき科学フェア （紙ヒコーキ倶楽部）； 事前講習 2/19 か、/20？

③「池田傾聴なごみ」⇒“傾聴ボランティア講座”3日間（1/23・1/30・２/6）午後 1 時半～；保健センター４F

④広報⇒ パワーポイント 作成中

⑤防災訓練等⇒ 池田地区地域コミニティー 報告（重松） ；12 自主防災会参加による訓練 1/17

２、おもちゃ研修会 11 時～12 時

藤井講師

以上

＜意見交換会＞ 13時 30 分～15 時 （参加者）木下・秀野・伊藤・森川・和佐

１、「SAいけだ」この先の動向について；高齢化と会員減少？ 地域に特化？

２、 ボランティア活動について； テーマ型、趣味活動へ、

３、 SA活動について； 温故知新の意味、意義？

＊次回 2 月度 定例会 2 月 13 日（金） 10 時～12 時 場所；N ビル 地下 社協ボラセン分室

*終了後 13 時 30 分から 歌体操地区研修会 コミセン２F 大会議室



平成 27 年 2 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-2-1４

１、日時； 2 月 13 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） 矢倉、岡崎、藤井、藤田、竹内、伊藤、中川、秀野、澤井、村上、木下

森川、和佐 計 13 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 2 月度 理事会 報告の件（別紙 資料参照）

１、高大校友会；ＳＡ入会案内の件 ⇒ 2月中旬 教室廊下にて実施予定なるも、その扱いに不満有。

２、おもしろ算数教室 養成講座； 中川さん受講中 サポーター認定に挑戦中！！

３、27 年度 組織見直し・役員候補； 北ブロック 5 地区より選出要請

４、歌体操；①ＳＡ連協歌体操フェスタ 2015（３／６）大阪北区民センター

②アクティブシニアフェスタ 2014（３／９） 同上

５、おもちゃ；①世代間交流おもちゃ学校受講生募集（ＳＡ吹田） ②おもちゃ教室・部会

６、広報；①レインボー・絆への投稿⇒2 月末 伊藤さんに依頼・歌体操交流会の記事

７、ＳＡとよなか； フェスタ 2015 2／21（千里文化センター）

２）ボラ連 報告の件

①2 月度 定例会（２／１４） ②会則改正； 輪番制の件 ③研修会開催の件（３／６）

３)ブログ講座 2014（１２/8）受講生から、投稿してください。

４）活動（部会・グループ・個人）報告の件

１、歌体操；１／２９ ポプラ鉢塚 ２／８ すぎな ２／２１万寿荘

２、さつき科学フェア；２／２４ 午前 8 時半から；事前講習会（コミセン）２／２０午後１時半から

３、第 4 回 おもちゃ教室 4 月 4 日（土） さくら祭りに合わせて 予定する。（内容等は3 月度定例会にて）

４、地球温暖化防止イベント；２／１４ 午後 1 時～ 表彰式、発表会、コンサート（豊中交流センター）

５、いけだ国際交流友の会 3 周年記念講演会； ２／２１ 午後 2 時～ コミセン 会議室

６、サイエンスカフェいけだ； 見学会⇒ 2/18 午前 9 時半池田駅集合； 大阪市立科学館 イトカワ微粒子他

７，池田傾聴なごみ；傾聴講座 実施終了（２１名）；関連 2/19 午後 5 時～関西テレビ ニュースアンカー放映

2.検討事項
１）平成 27 年度各種計画について

①おもちゃ教室； 4月 4日 予定； 他地区ＳＡとの協働？

②歌体操； 地区研修会 継続？（藤川さんとの調整）⇒ 介護施設への活動継続

③交流会；障がい者施設 三恵園（９／１６）・ 他地区ＳＡ他

④見学会；池田市内の障害者・介護施設等

⑤懇親会；忘年会・昼食会等

２）会費・ＮＰＯ会費について

３）役員改選・ＳＡ連協加入継続可否について ⇒ 総会での審議事項

＊来年度会員減少と、高齢化とにより、世話役人材難の中で一部交替検討するも、連協へ

理事担当および役員派遣に対して、対応する人物がいない。

⇒ いろいろ意見交換から、加入継続の可否について、無記名で〇×△意思表示を願った。

*結果は、〇（継続）3票、×（中断）6票 △（一任）4票

⇒ 休会か、退会の意思表示になりますが、3月度定例会で最終方向を確認します。

以上

＊次回 3 月度 定例会 3 月 13 日（金） 10 時～12 時 場所；N ビル 地下 社協ボラセン分室

終了後、歌体操地区研修会 1 時半から コミセン大会議室

（文責 和佐）



平成 27 年 3 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-3-1４

１、日時； 3 月 13 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） 矢倉、岡崎、藤井、竹内、伊藤、秀野、木下、森川、木村、重松、榎本、和佐

計 12 名

― 記 ―

＜議題＞

１、報告・連絡事項

１）SA 連協 3 月度 理事会 報告の件（別紙 資料参照）

１、歌体操地区施設への活動報告は、WAMへの提出につき 3 月度分は、速やかに報告のこと。

２、27 年度 組織見直し・役員候補； 調整会議で担当部署等の人選進行中とのこと。

*理事長には、SA 吹田 笹原氏 予定。 *当「いけだ」から、連協への役員派遣は、辞退の旨報告。

３、歌体操；①ＳＡ連協歌体操フェスタ 2015（３／６）大阪北区民センター 参加者；430 名

４、広報；①レインボー・絆への投稿⇒「SA いけだ」投稿・伊藤さんに依頼・歌体操交流会の記事

２）ボラ連 報告の件

①2 月度 定例会（２／１４） １）会則改正； 輪番制の件 ２）アンケートの件；交流会・会則・定例会への意見

３）活動（部会・グループ・個人）報告の件

１、歌体操； 3/８ すぎな 3/21 万寿荘 ;

２、さつき科学フェア；２/24 約 120 名の 5・6 年生 参加；紙ヒコーキ倶楽部 5 名・SA8 名 ブログ投稿

３、第 4 回 おもちゃ教室 4/4（土） さくら祭り・人形げきラリー（5 か所のお寺）に合わせる。別途打ち合わせ

４、地球温暖化防止イベント；2/14 午後 1 時～ 表彰、発表会、コンサート（豊中交流センター）; 2 名参加

５、いけだ国際交流友の会 3 周年記念講演会； ２/21 午後 2 時～ コミセン;石川教育センター長；2 名参加

６、サイエンスカフェいけだ； 見学会⇒ 2/18 大阪市立科学館 イトカワ微粒子他；「SA いけだ」4 名参加

＊参加者募集；Sprinng8 見学会 ５/26（火）ＪＲ、バス利用往復 5,820 円/人 詳細後日

７、出前講座・いけだ NPO フォーラム； ガーデンシティ池田構想と市民活動 ３/25（水）18 時～コミセン

4）社協 ボランティア保険 の件 27 年度加入希望者 ＠300/人 ・4 名確認

2.検討事項

１）平成 27 年度各種計画について

＊原則 今年度に沿って計画する。

２）第 4回 おもちゃ教室（４/４）；1、開催時間；13時～15時 30 分 ２、集合時間；12時

３、出し物；①ぶんぶんちょうちん 30個②くまもん 40個③ロボコップ 30個

４、事前準備製作日；3 月 31 日（火） 午後 1時～5 時予定（出来るまで）Nビル地下分室

火曜日は、N ビル会議室 休みのため、午前中の使用不可につき、午後に分室利用。

３）次期役員改選について； ①竹内さん・木下さん・重松さん 退任希望

②榎本さん・矢倉さん・伊藤さん 留任承諾 ③連協理事は、会長・副会長より選任。

④おもちゃ部会 藤井さんより交替の希望。 その他は、別途 選任

⑤意見交換の中から、会長は、五期目ですが、やむなく、留任することで、承諾。

⑥今後個別に役割や活動等織り込んで総会に提案しますので、ご協力お願いします。

以上

*終了後 13時半から 歌体操地区研修会 開催 コミセン大会議室

＊次回 ４月度 総会＆定例会 ４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、12 時から 懇親昼食会を開催します。 場所；“青冥”

（文責 和佐）
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