
平成 27 年 4 月度 「SA いけだ」 総会 ＆ 定例会 議事録
１、日時； 4 月 10 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、重松、榎本、和佐

岡本、山﨑、岸、枡本 計 15 名

― 記 ―

１、 平成 27 年度 定期総会 ；出席 15 名 + （委任）村上、藤田、澤井、中川＝4 名

（司会）伊藤 （議長）和佐 ⇒ 19 名（委任状含む） 過半数により成立（会員数 19 名）

*審議案件

１）第１号 議案； 平成２６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２７年度 役員・幹事 選任（案） 承認の件

４）第４号 議案； 〃 活動計画（案） 承認の件

５）第５号 議案； 〃 会計予算（案） 承認の件 ⇒NPO入会 （会費 3,000 円含）

＊拍手でもって承認＊

＊追加資料 ２枚 ・シルバーアドバイザー憲章・”青春“（サムエル・ウルマン）

２、 ４月度 定例会

１）報告・連絡事項

①SA 連協 ４月度（4/2） 理事会 報告 ――― 拍手でもって承認

・平成26 年度 活動報告 ・平成 26 年度 収支決算報告並びに監査報告

・SA 連協 会則の一部改定 の件 ・平成27 年度 役員選任の件

②ボラ連 3 月度（3/14） 定例会 報告

③第 4 回 おもちゃ教室（4/4）結果報告 ；ブログ 投稿。

④活動（グループ・部会・個人）報告 ；傾聴なごみ⇒講座後会員数25 名

⑤その他； 社協ボランティア保険 5 名加入 ・ホリスティクヘルスケアの会 案内

２）検討事項

①地域密着イベント見学の件； アステ川西１F （ぴぃふぅ広場）

5/9 5/10 5/16 5/17 SA 連協 「バルーンアート体験、スライム体験・折り紙」

②27 年度活動計画の件

・福祉活動；高齢者施設訪問⇒歌体操活動定着（2 箇所）；万寿荘・すぎな

障害者（児）施設訪問⇒三恵園（9/16） くすのき学園（9～10 月予定）

なんでも部会＝「SAなんでもあります隊」改称

・子ども健全育成活動；紙ヒコーキ教室 開催の検討

・会員自己研修活動；歌体操、おもちゃ研修⇒市報等へ案内掲載

・対話と提言 ； 市長との対談を検討（ONCC・講座等の PR）

・交流会の検討；ボラ連グループなど、地区SA 他

③「サイエンスカフェいけだ」（SCI）； 見学会⇒ 5/26(火) 予定

＊参加者募集；Sprinng8 見学会 ＪＲ、バス利用往復 5,820 円/人 2 時間ほどの見学ツアー

行程；9 時池田駅改札口集合（行）JR 大阪駅～姫路 11；02 バス 12 時～Spring８着 13；04

（帰）Spring8 発 15；53～JR 相生 16；35 １6；49～18；13JR 大阪駅着

⇒参加希望の方は、メール・FAX等で 4 月末まで連絡ください（和佐）

以上

＊終了後 懇親昼食会を”青冥“で行いました。参加 14名。

＊次回 5 月度 定例会 5 月 8 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 27 年 5 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-05-09
１、日時； 5 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） 矢倉、岡崎、藤井、伊藤、秀野、森川、重松、枡本、村上、和佐

計 10 名

― 記 ―

１、 議題

１）報告・連絡事項

①SA 連協 5 月度（5/７） 理事会 報告

・平成 2７年度 活動計画案の件 ・平成 2７年度 会計予算案の件

・SA 連協 会則の一部改定 の件 ⇒ 拍手を持って承認（予算案一部修正）

・森川理事の担当⇒ 支援活動部会に所属。北ブロックでは、 副ブロック長を担当

②ボラ連 ４月度（4/18） 総会＆定例会 報告

＜総会＞１、26 年度事業報告 ２、26 年度会計報告 ３、会計監査報告

４、27 年度事業計画案 ５、27 年度会計予算案６、会則改正 ⇒ 承認！！

＊事業計画⇒ ①年 2 回の交流会6/20・9 月予定 ②新春 VTの集い

；全グループが順に活動発表を行う。他地区との交流会

③ボランティアの広報を強化する⇒PP で地域巡回・冊子発行・ブログ立ち上げ

検討⇒地域巡回でのチラシ作成；「SA いけだ」は、新規には作成しないで既成作でいく。

＊会計予算⇒ 助成金 交付 （5/16） 5,000 円

＊災害ボランティアセンター設置運営訓練；6/24（水）辻が池公園 参加者募集（6/12 まで）

③活動（グループ・部会・個人）報告

・歌体操部会；5/16 14 時～（万寿荘） 5/24 14 時～（すぎな） ＊介護予防歌体操

・おもちゃ部会； 地域密着イベント見学⇒5/9/10/16/17 （場所；アステ川西１F） （SA とよなか・参加）

・なんでも部会（連協 環境部会 協力）⇒キッズファーム 5/30 服部緑地公園内

・連協 環境部会 活動計画⇒①地下河川見学（寝屋川水系）②大阪府防災備蓄倉庫の見学

・サイエンスカフェいけだ；Spring-8 見学会（5/26）13 名参加。金子みすゞ記念館他一泊ツアー（8/2・3）

・池田傾聴「なごみ」⇒ 27 年度総会（４/22） ・今年度の傾聴講座 開催予定（社協主催）他

２）検討事項
①社協への活動報告内容について

・3 か月まとめて社協ボラセンへ提出。⇒ 「SA いけだ」 ブログの実績・予定欄に掲載しています。

・毎月定例会で各人より前月の実績及び当月の予定を報告して頂きます。（伊藤案のフォーム参照）

⇒報告内容の範囲は、①「SA いけだ」内での活動；部会活動・XX 教室・地区研修会など

②「SA いけだ」の看板でする活動；他地区との交流会、ボラ連活動など

③SA 連協 での活動；理事会・連協部会活動・ブロック活動など

②会員の部会所属について

・部会の幹事は、決めていますが、全員での相談は、大変です。そこで、関心のある方で集まり

相談の上、大筋を決めて頂ければと思い提案しました。

① 歌体操部会（森川幹事） ②おもちゃ部会（枡本幹事・藤井・木下・岡崎）

③ 広報部会（伊藤幹事・村上） ④なんでも部会（和佐幹事・矢倉・岡崎・村上）

＊残りの会員は、現時点では、無所属とします。

③27 年度活動計画の具体化について （時間切れ一部のみになりました）

・歌体操地区研修会は、コミセン工事のため（6/1～７/10）、8 月の定例会より実施予定。

・対話と提言 ； 市長との対談を検討（ONCC・講座等の PR）

＊小南市長とのトーク 5/12 (火)9 時 15 分～45 分（中央公民館２F） テーマ持参のうえ参加。

＊臨時市議会の傍聴 5/18(月)10 時～市役所 4F 議会受付 *参加希望者は、いずれも 10 分前集合。

・交流会の検討；ボラ連グループや地区 SA 他⇒SA 連協 27 年度活動計画の地区 SA 再生への取り組み。

・広報誌 発行予定⇒ 7 月配布。 記事；おもちゃ教室（4/4）、総会、ボラ連他。自由課題原稿募集中。

・池田市公益活動促進協議会（NPO センター）正会員申込みました。（会費 3,000 円）

・会員勧誘等での会員募集策⇒名案なし？ですが、今後も継続して全員で相談したいと思います。

（文責・和佐） 以上

＊次回 6 月度 定例会 6 月 12 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 27 年 6 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-06-14
１、日時； 6 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、伊藤、森川、重松、枡本、澤井、中川、竹内、和佐

計 11 名

― 記 ―

１、 議題

１）報告・連絡事項

①SA 連協 6 月度（6/4） 理事会 報告

・審議事項；①平成 2７年度 予算に歌体操部会会費、おもちゃ部会受講料を計上する。⇒承認

②各地区ＳＡの活動アンケートの件；役員会で項目内容の検討後実施する。⇒承認

・ＮＰＯ高大；理事長佐藤氏会長、後任に和田氏就任。アクティブシニア協会理事長永田氏から佐藤氏へ。

②ボラ連 5 月度（5/16）定例会 報告

１、 助成金 5,000 円 受領

２、 「ボラ連・昔話聴取」；ボランティア協議会発足（Ｓ５５）当時の話他。⇒資料等取り寄せ小史の検討？

３、 府市町村ボランティア連絡会；5/21 総会オブザーバー参加。

４、 広報活動；・広報誌の復刊・活動パネルの制作展示・活動紹介⇒地域巡回開始 6/15、7/19

５、 各種イベント；・災害ボランティア設置訓練（６/24）・交流会（6/20）・人権週間記念市民の集い（12/5）

③活動（グループ・部会・個人） 6 月予定の報告

・歌体操部会（森川）；6/20 14 時～（万寿荘） 6/28 14 時～（すぎな） ＊介護予防歌体操

・おもちゃ部会（藤井）；6/9ＳＡ連協おもちゃ教室（藤井さん）

・なんでも部会；6/24 災害Ｖ設置運営訓練・ 6/3 小南市長と語る。（対話と提言）伊藤、和佐参加

・SA 連協⇒・6/22 歌体操部会（森川）、福祉 IT 部会（榎本）、都市環境部会（和佐）

④その他：１）改正道路交通法（自転車）6/1 施行 関係資料配布 ２）いけだＮＰＯ井戸端会議（７/１１）

３）「ＯＳＡＫＡボランティア手帳」（Ｈ28～30）事前希望調査；10 冊 （社協ボラセンに報告）

４）“高次脳機能障がい“を知っていますか？事故や病気で脳にダメージを受けたらーー

（大阪府立障がい者自立相談支援センター）・研修会資料による概要説明―次月予定

２）検討事項
①広報誌7 月配布予定 記事等の件

・記事内容；4/4 おもちゃ教室 ５/８総会 ・題は、自由。6 月末まで伊藤さんまで。

②社協・ボラ連等イベントへの参加の件； ＜なんでも部会＞

（社協依頼）・ぽこフェスタ（７/25）伊藤、村上、岡崎、中川、和佐（計 5 名他 2 名）13 時アゼリヤ集合

・市民病院夏祭り（８/１４）伊藤、竹内、岡崎、中川、森川、和佐（計 6名）14 時東館 2Ｆ講堂集合

（ボラ連）・災害 V設置運営訓練（6/24）重松、竹内、伊藤、森川、和佐（計 5 名）AM9；15 辻が池公園

・いけだボランティア交流会（6/20）Nビル 3F 9；30～12；30 ＊都合つく方、参加下さい。

③その他；

・対話と提言 ； 市長との対談（第 2 回の検討）（案）池田のボランティア活動、組織等について

・会員勧誘等での会員募集策⇒名案なし？ですが、今後も継続して全員で相談したいと思います。

・8 月度の定例会は、お盆と重なりますので、8 月 21 日（金）に変更します。場所 未定

・歌体操地区研修会は、8 月度定例会（21 日）の午後 1 時半からコミセン２F 大会議室で行います。

３）意見交換――会員各自の自己研修活動 *平成 19 年～20 年定例会で会員の V活動を輪番で発表。

・次回より個人ボランティア活動の歩みを輪番発表方お願いします。 10～15 分程度、

（7 月度）重松さん （8 月度）矢倉さん （9 月度）伊藤さん

（文責・和佐） 以上

＊次回 7 月度 定例会 ７月 10 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 27 年 7 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-07-13
１、日時； 7 月 10 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、伊藤、森川、重松、枡本、澤井、中川、木下、和佐

計 11 名

― 記 ―

１、 議題

１）報告・連絡事項

①SA 連協 7 月度（7/2） 理事会 報告

・議事録報告；渉外部⇒大阪府高齢介護室へ要望事項のまとめ開始。スポーツ交流会（10/7）

都市環境部会、交流活動部⇒茨木おもちゃカーニバル（8/19）歌体操フェスタ（3/17）

歌体操部会、おもちゃ部会、広報部門会、ブロック交流会（北・中・南）

②ボラ連 6 月度 活動 報告

１、 ボランティア活動巡回宣伝⇒6/15；福祉施設 V職員研修会（20 名参加）

２、 ボランティア交流会⇒6/20;活動パネルの展示・活動紹介;ミニ講演会

３、 災害ボランティア設置運営訓練⇒６/24；辻が池公園

③活動（グループ・部会・個人） ７月予定の報告

・おもちゃ部会；7/21 ネット大阪おもちゃ教室（枡本さん）

・なんでも部会；7/6 市民病院夏祭りボランティア応援打合せ（和佐）

・SA 連協⇒・７/27 歌体操部会（森川）、福祉 IT 部会（榎本）、7/25 都市環境部会（キッズファーム）

④その他：１）いけだＮＰＯ井戸端会議（７/１１）

２）広報誌 「SA いけだ だより」 12 号 本日配布

⑤研修会 報告； “高次脳機能障がいとはーー？” （和佐） 資料、チラシ配布

主催（事務局）大阪府障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

＜平成 27 年度大阪府高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業 基礎研修会＞

＊けがや病気によって、注意・感情・行動などの高度な脳の働きをする高次脳をつかさどる部分が損傷され、

記憶力や注意力の低下などの症状があらわれる。それらを総称して「高次脳機能障がい」と呼ぶ。

⇒主たる症状？①記憶障害 ②注意障がい ③遂行機能障がい ④行動と感情の障がい

⇒高次脳機能障がい；30～40 万人 認知症；462 万人 発達障がい；60 万人

⇒今後増える傾向、当たり前のことが当たり前に出来なくなる。このことを認識する。リハビリにより改善、回復

が、可能。認知症は、薬物で進行を抑制する。右脳・左脳の機能を知り、その症状による対応を知ること。

⇒福祉制度；障害者総合支援法 「器質性精神障害」として、精神障がい者保健福祉手帳の申請が可能。

２）検討事項
①各種団体等イベントへの参加確認の件； ＜なんでも部会＞

（社協依頼）・ぽこフェスタ（７/25）伊藤、村上、岡崎、中川、和佐（計 5 名他 2 名）13 時アゼリヤ集合

・市民病院夏祭り（８/１４）伊藤、竹内、岡崎、中川、森川、和佐（計 6名）13 時東館 2Ｆ講堂集合

（SA 連協、SA 茨木）・おもちゃカーニバル（8/19）茨木市民会館；藤井、枡本、森川、矢倉 4 名

②その他；

・8 月度の定例会は、8月 21 日（金）10 時～12 時。場所 NPO センター2F さつき。 日、場所注意！！

・歌体操地区研修会は、8 月度定例会（21 日）の午後 1 時半からコミセン２F 大会議室で行います。

３）意見交換――会員各自の自己研修活動 *平成 19 年～20 年定例会で会員の V活動を輪番で発表。

・“私のボランティア活動の歩み” 発表者； 重松さん

～私のライフステージ第三幕～ 私の地域（社会）デビュー

*SA 講座との出会いから受講内容、修了後の地域への参加活動紹介、現況報告等

・活動の原点は、「SA 講座」 心のベースは、「SA いけだの活動」と、言い切られ、

最後に、第四幕 ラストステージ 「スローライフ」・悠々・遊々・裕々・悠遊の夢舞台が夢と締められた。

*8 月度は、矢倉さん お願いします。

（文責・和佐） 以上

＊次回 8 月度 定例会 8 月 21 日（金） 10 時～12 時

場所； コミセン NPOセンター2F さつき

なお、歌体操地区研修会 午後 1 時半から 2F 大会議室



平成 27 年 8 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-08-30
１、日時； 8 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） 矢倉、岡崎、藤井、伊藤、森川、竹内、枡本、中川、木下、村上、和佐

計 11 名

― 記 ―

１、 議題

１）報告・連絡事項

①SA 連協 8 月度（8/6） 理事会 報告

・地区 SA 活動状況調査取りまとめ表 （会員数、収支規模、会則、機関誌等、助成金――

・高大の授業に講師役での依頼があった。（SA講座３科）

・新会員増強作戦⇒吹田、歌体操を社協との連携で増やした事例報告

・WAMの助成金は、不調で、今後の研修会、部会活動に影響？

②ボラ連 ７・8 月度 活動 報告

１、 休会 ⇒ 第 2 回ボランティア交流会（9/19） ボラ連だより 第 2 号 発行

③活動（グループ・部会・個人） ７月実績・8 月予定の報告

・なんでも部会；7/25 ぽこフェス 応援 （5 人） 8/14 市立病院夏祭り 支援 （5 人）

・SA 連協⇒・７/27 歌体操部会（森川） ８/11 おもちゃ教室（藤井）

・おもちゃ部会；8/19 SA 茨木主催 おもちゃカーニバル 参加

・8/28 ＯＮＣＣ交流会 （茨木市福祉会館）・8/30 ＮＰＯ井戸端会議（活動状況報告）

④その他：１）社協要請 ； 社会福祉ボランティアの知事表彰として 推薦される。⇒ 資料作成提出済み。

２）11/28 北ブロックおもちゃ交流会 参加の件（9 月度定例会で決める）

２）検討事項

①ボランティア祭 （10/17） 参加確認の件

・おもちゃ製作販売 ；別途 検討

・歌体操；小谷さんより出演の意向確認の電話あり。⇒ 今年度の計画でもあり、参加予定と伝える。

＊今日午後の地区研修会で、藤川さんに意向を確認する。

⇒ その後の 8/26 電話で、藤川さんの代わり吹田の会員を派遣する旨返事があった。

＊９月 1 日締め切りまでに 申し込みます。（おもちゃ・歌体操）

②おもちゃ 製作等 打合せ

⇒＜品点＞①風車 50 ケ×＠100 円/ケ＝5,000 円 ②ロケット 30 ケ×＠100＝3,000 円

③ぶんぶんゴマ 30 ケ×50 円＝1,500 円 ④消えないシャボン玉 50 ケ×＠100＝5,000 円

想定合計 160 ヶ 14,500 円 他に バルーンアート 160 ヶ（購入者へ）

⇒＜製作日程＞ 9/11 定例会後の PM 9/25 PM 10/9 定例会後の PM ；場所 N ビル地下分室

３）意見交換――会員各自の自己研修活動 *平成 19 年～20 年定例会で会員の V活動を輪番で発表。

・“私のボランティア活動の歩み” 発表者； 矢倉さん

＊スタートは、ガールスカウトからで 25 年間務められ、その後、社協紹介で“わらべ”“ゆうゆう”で活動。

孫さん相手のマジックが、5 施設での活動に喫茶と併せ展開され、一方、SA 講座の地域活動の延長が、

日本民家集落博物館（服部緑地内）での椎葉村民家ガイドを継続中。また、「とよのピア」での善行もあり、

各種団体からの功労賞なども受けられた由。地域では、町会長（天神）、老人会会長（天寿会）と多忙。

家に籠っては、ダメとの思いで、ここまで来たとのことで、そろそろ年も考えて、絞っていこうとのお話。

しかし、現在は、ONCC（大阪府北部コミニティカレッジ）の「地域福祉を考える科」を受講中です。その

向学心には、感心です。また、ヘルパー等の資格もお持ちで、資格の持つ活動に脱帽です。

⇒ （感想） For You は、For Me ということに、ですが、”継続は力“我々後輩も心したいと思います。謝々。

*９月度は、伊藤さん お願いします。 （10 月度は、岡崎さん 予定）

（文責・和佐）以上

＊次回 9 月度 定例会 9 月 11 日（金） 10 時～12 時

場所； ステーション N ビル 地下 ボラセン 分室

なお、午後から ボランティア祭のおもちゃ 製作をします。

＊ロケット の材料としてペットボトル（CCレモンの空を利用） 他



平成 27 年 9 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-09-15
１、日時； 9 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） 藤井、伊藤、森川、枡本、中川、木下、澤井、和佐

計 8 名

― 記 ―

１、 議題

１）報告・連絡事項

①SA 連協 9 月度（9/3） 理事会 報告

・高大の講師役（SA 講座；10/22 子ども科学講座 11/9 国際文化交流講座 11/22V資格養成講座

・ブロック交流会日程場所等確定；おもちゃ交流会、歌体操交流会

・WAMの助成金は、不採用。別の助成金検討中。

②ボラ連 ７・8 月度 活動 報告；交流会参加要請⇒9/19（土）

③活動（グループ・部会・個人） 8 月実績・9 月予定の報告

・なんでも部会；8/14 市民病院夏祭り支援

・8/30 NPO 井戸端会議（SAいけだ PP 紹介 8/28ONCC 交流会

・SA 連協⇒ ８/11 おもちゃ教室（藤井）

・おもちゃ部会；8/19 SA 茨木主催 おもちゃカーニバル 参加

・9/16 三恵園 訪問 ；午後 1 時 池田駅前バス停 東端集合 マイクロバス 9人 OK。

２）検討事項

①ボランティア祭 （10/17） 参加内容確認の件

・手作りおもちゃ製作販売 ；ブローチ販売 36 個（＠100）藤井さん扱い（内 40 円材料費）

・歌体操；“介護予防健康体操“SA 吹田（加藤さん他 9 人）友情応援！！7 曲・午後 2 時半以降希望

⇒お茶、パン を人数分用意する。（森川さん）

・事前説明会； 9/26 (土) 午後 1 時～

②おもちゃ 製作； 定例会終了後午後 1 時半より 3 時半まで 「ロケット」26 個 製作する。

⇒＜今後の製作日程＞ 9/25 PM 10/9 定例会後の PM ；場所 Nビル地下分室

③三恵園 訪問（9/16） “なごみ”志方、三森、佐藤弘、“SA いけだ”森川、藤井、伊藤、和佐 ；7 名

④北ブロックおもちゃ交流会 高槻 （11/28） 藤井・枡本・森川・伊藤・和佐； 5 名

３）研修会 報告 （報告者 ； 和佐）

＊「介護保険制度改正の概要について」～超高齢社会の進展とともに考える～

（談；大阪府福祉部高齢介護室介護支援課 総括課長補佐 中村光延氏）

１、高齢者保健福祉政策の流れ ２、介護保険制度とは ３、保険者、被保険者 ４、要介護認定区分

５、利用料の負担軽減制度 ６、介護保険制度の費用負担（財源構成） ７、大阪府と全国の第１号保険料

８、介護給付と保険料 ９、大阪府の高齢化率 以下別添資料 10、今後の介護保険を取り巻く状況

１１、制度改正の主な内容について １２、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

４）意見交換――会員各自の自己研修活動 *平成 19 年～20 年定例会で会員の V活動を輪番で発表。

“私のボランティア活動の歩み” 発表者； 伊藤さん

＊ ① V活動の動機 ②大阪府老人大学 北部講座（24 期） 金曜コース 健康福祉科

③ 地域活動で特養施設（暖気） 喫茶等 ④修了後 「すみれ ２４」結成 活動継続中

⑤ 老大修了後 社協 個人ボランティア登録 ⑥ SA 講座 18 期 健康福祉ボランティア専攻

⑦ SA 講座 修了 「SA いけだ」 入会 ⑧傾聴講座受講後 池田傾聴「なごみ」 活動継続中

⇒ シルバーアドバイザーの役割は、ボランティアコーディネーター。現場での活動が基本！！

*10 月度は、岡崎さん お願いします。 （１１月度は、未定）

（文責・和佐）以上

＊次回 10 月度 定例会 10 月 9 日（金） 10 時～12 時

場所； ステーション N ビル 地下 ボラセン 分室

なお、午後から ボランティア祭のおもちゃ 製作をします。



平成 27 年 10 月度 「SA いけだ」 定例会 議事録 ’15-10-12
１、日時； 10 月 9 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） 藤井、伊藤、村上、矢倉、枡本、中川、木下、澤井、和佐

計 9 名

― 記 ―

１、 議題

１）報告・連絡事項

①SA 連協 10 月度（10/1） 理事会 報告

・こども科学実験教室と SA 連協との活動連携⇒地区 SA 主催の活動にしていく。

・来年度受講生募集案内；高大、ONCC 配布済み （注）ONCC 要項に池田市の後援名義掲載認可。

・各種イベント への参加募集； ・10/18 トラックフェスタ（万博公園） 授産製品販売他・11/3 ATC

②ボラ連 報告； 9/19 ボランティア交流会 活動紹介他⇒ 傾聴なごみ（ロールプレイ実演）、

日本語ボランティア、介護用品等（フランスベッド指導）、「リング編み鍋敷き」講習（くすのき学園）

③活動（グループ・部会・個人） 9 月実績・10 月予定の報告 資料別紙

＊7－9 月 平均 活動人数 33 名 活動時間 25 時間

④ボランティア祭（10/17） 説明会（9/26）；出店団体 25、ステージ出演 12 ・当会の場所 昨年同位置

・時間 10 時～16 時 ・会場 池田駅前公園 ・雨天 18 日順延・歌体操出番は、15 時予定

２）検討事項

①ボランティア祭 （10/17） 当日確認の件

⇒ 集合； ・（男性） 8 時 30 分 現地公園 設営 ・（女性） 9 時 N ビル地下作品等運搬

・手作りおもちゃ製作販売 ；4 作品の他ブローチ、雪っこの販売を追加します。

・歌体操；“介護予防健康体操“SA 吹田（加藤さん他 9 人）友情応援！！7 曲 出番時間 15 時予定

⇒お茶、パン を人数分用意する。（森川さん、お願いします）

②団体活動発表会（NPO 主催）の件

１） 日時；10/31～11/1 （10 時～17 時）２）場所；コミセン ３）内容；展示・体験コーナー

＊内容等は、17 日のボランティア祭りの際に打合せします。参加当番を予定しておいてください。

③社協ボランティア手帳の件

⇒藤田・森川・竹内・重松・伊藤・岡崎・枡本・澤井・矢倉・山﨑３冊 計 12 冊 ＊申し込み済

11 月上旬配布予定です。＠300 円/冊

④イベント参加確認の件

１） ATC 親子おもちゃイベント（11/3）;ストロートンボ、藤井、枡本、森川、3 名参加⇒木場さんに連済み。

２）連協北ブロックおもちゃ交流会（11/28） 森川 1 名参加⇒SA 高槻 島貫会長に連済み。

⑤障がい者施設 三恵園 見守り活動の件

＊月 1 回程度、活動開始します。宮脇施設長と相談の上メンバー募集します。（なごみ 会員と協働）

⑥子ども科学実験教室とおもちゃ教室のコラボ開催の件

＊高大と連協との連携活動；助成金をもとに、各地区 SA 主催で高大より講師派遣で実施する。

これまで、SA 吹田、いずみ SA で実施中、教育委員会後援、小 1 年～3 年対象

⇒「SA いけだ」としては、例年の 4 月初めのおもちゃ教室に絡めて実施が可能か？また、教育委員会の

後援、参加者の募集方法等課題がありますが、前向きに進めたいと思います。

⇒11 月度定例会で検討します。資料等入手予定。助成金他 連協窓口（小川さん）

見学先；SA 吹田 10/24（土）10 時～（阪急山田駅前夢未来館） いずみ SA 11/7（土）10 時～（和泉市コミセン）

３）意見交換

①会員各位の自己研修活動

“私のボランティア活動の歩み” 発表者 岡崎さん欠席のため来月（11 月）に延期します。

②SA 吹田のアンケート結果から；研修会（認知症など）見学会、懇親会など“遊び“の要素を考えるなど。

（文責・和佐）以上

＊定例会後 1時半から 3時まで ボランティア祭のおもちゃ製作（風車） ＊ご苦労様でした！

（藤井・枡本・木下・山﨑・中川・伊藤・村上・和佐）

＊次回 1１月度 定例会 1１月 13 日（金） 10 時～12 時

場所； ステーション N ビル 地下 ボラセン 分室
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