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第２２３回役員会議事覚え 
日 時 令和元年８月１１日（日） ９時３０分～１２時３０分 
場 所 けやき会館 3 階サポートセンター会議室 

     出席者 江口、大谷、加賀谷、山崎、平野、渡部、宅田、小久保、石亀、羽田 
 

１．役員動静 

  ・舘盛さん 

  ・平野さん 

  ・小久保さん 

２．新年度会員状況と対応策について 

  ア、新年度会員数 

資料により、昨年７月対比、患者会員５４名、賛助会員 6 名減少し由々しき状況と

説明。 

  イ、対応策 

    ① 財政上への影響回避策 

 資料により影響度合い、対応策を説明して、対応策 A 案、つまり、役職別活動費 

を一律２０％カットすることに決定した。 

    ② 会員拡大策検討 

      県腎友会制作の勧誘パンフレットの完成を期待する。 

２．健康フェスタ「腎臓病のお話と相談会」について 

  ア、実施計画書 

資料にて説明 

【チラシポスティング枚数】 

 江口 ５０枚、大谷 ３０枚、加賀谷 １００枚、山崎 ５０枚、平野 ３０枚、

渡部 ５００枚、宅田 ６００枚、小久保 ５０枚 石亀 ５０枚 

 羽田 ２００枚 

病院・クリニック向けチラシ配布枚数は２０枚に増やすこととした。 

  イ、各分担は１０月役員会  

３．ふれあい会日帰り旅行について  

  ア、旅行担当について 

    羽田より取り急ぎ二ノ宮さんにお願いし、１０月の旅行の準備を開始してもらった 

旨を説明し、了承された。今後についても二ノ宮さんに是非お願いしたいとの総意

を 

二ノ宮さんに伝え、了承された。 

  イ、秋の旅行計画について 

    （旅行会社が相模原観光 ⇒ 丸大観光） 

    二ノ宮さんからの提案の 

     A案 三島スカイウォークと沼津港での買い物と昼食コース 

     B案 箱根周遊日帰りコース 

     C案 栃木県蔵の街散策と足利日帰りコース 

    の中の A 案に決定した。 
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    なお、二ノ宮さんご指摘の前回の旅行の反省と提案について次回旅行に反映させる

こととした。但し、旅行当日までに会費は事前徴収することは難しいとして従来通

りとした。 

  ウ、第６７回ふれあい会日帰り旅行決算報告について 

資料により説明。了承。 

４．臓器移植啓発街頭キャンペーンについて 

  ア、開催日時 １０月６日（日）１３時～１５時 

  イ、参加者確認  

     江口、大谷（ご主人）、加賀谷、山崎、平野、宅田、小久保、渡部、（二ノ宮） 

     二ノ宮さんについては当日欠席につき、確認を要す。 

    県の青年部には２名の派遣を依頼する（８月 14 日申し込み済み）。 

  ウ、移植グッズ注文数（案） 

    ・リーフレット    ２，０００部 

    ・ティッシュ     ２，０００部 

    ・ビニール封筒    ２，０００部 

    ・風船          ５００個 

    ・ポスター          ３枚 

  エ、グッズ送り先     羽田宅とする。 

  オ、袋詰め日程 

    ９月２２日（日）（ニュース発行終了後） 

    参加者確認 

     江口、大谷、加賀谷、山崎、平野、宅田、小久保、渡部、（二ノ宮）、羽田 

     二ノ宮さんについては確認を要す。 

  カ、道路使用許可申請（南警察署宛て） ９月６日 羽田 

  キ、その他 

    風船空気入れ、幟（のぼり）、レジャーシート たすきの所在確認  

⇒ 舘盛副会長宅を確認・ 

５．日本透析医会災害時情報ネットワーク書き込み訓練について 

  ア、実施期日   ９月２日（月）１０時～２３時 

  イ、施設宛てハガキ 

提示のハガキを全施設に発信する。 

６．腎友さがみはら１５５号発行について 

  ア、発行日 ９月２２日（日） 

サポセンフリースペースにて印刷・丁合を実施 

編集委員は９時３０分、一般役員は１１時に集合 

  イ、入稿日 ９月１０日（火） 

ウ、記事内容 

    ・表紙 ⇒ 二ノ宮さんに要請。後日要請結果、了承。  

    ・第３６回医療・栄養講演会並びに懇談会結果報告 

    ・公明党相模原総支部政策懇談会 

    ・日本透析医会災害時情報ネットワーク書き込み訓練結果 
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    ・臓器移植啓発街頭キャンペーン参加者募集 

    ・写真集 第 36回医療・栄養講演会並びに懇談会 

    ・会員減少の実情訴えと会員入会勧誘への協力要請 羽田 

    ・入会者・青い鳥はがき寄贈者。 

    ・前回の誤氏名のお詫びと訂正 

    ・活動日誌・編集後記 

  エ、編集会議（原稿締切り前日） 

    ９月８日（日） １０時～ 於：サポセンフリースペース 

７．第３６回医療・栄養講演会並びに懇談会結果について 

  ア、施設別参加者数 

資料により報告。 

  イ、決算収支 次回役員会 

  ウ、総括 

    ① 空調調節に要配慮。 

    ② 懇談会のグループ別編成表がすべての該当者に行き渡らなかった。 

８．公明党相模原総支部との政策懇談会結果について 

  ア、出席者  

公明党側 加藤あきのり市議、久保田ひろたか市議、後田博美市議、 

岡本こうぞう市議 

     当  方 平野、小久保、二ノ宮、羽田 

  イ、要望事項 

資料により説明。県腎友会が神奈川県に要望した 

 ① CKD 予防、重症化防止に向けた啓発活動 

 ② 大災害時の通院手段への市の協力要請 

を追加した。 

９．第３７回定期総会決算収支 

 資料により説明・報告、了承。 

１０．その他 

   ① 橋本クリニック腎友会解散と市腎友会への寄付（1,513円）。 

   ② そうめん販売お願い 現在３５個（昨年３１個） 

【関連団体活動報告】  

１）県腎友会 

① 常任理事会・理事会 
  県腎友会の財政状況が相当に厳しい旨の説明があった。 
② 各委員会報告 
③ 県各党ヒアリング参加 

立憲民主党（渡部）、自由民主党ヒアリング（加賀谷） 
２）健康づくり会議   

  街頭キャンペーンへの２名の派遣要請 

  ① 日 時 ９月１６日（月 祝）１１時～１５時 

  ② 場 所 アリオ橋本店アクアガーデン 
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  ③ 仕 事 健康測定、ミニゲームコーナーなどのスタッフ業務 

  ④ 派遣者 渡部さんと二ノ宮さんに依頼する。 

  ３）NPO 法人 れんきょう 

  ４）福祉のまちづくり推進協議会   

     ５月１３日（月）１４時～ 総会 

     ９月２９日（日）市民福祉のつどい 

     

【日誌】  
 06／02（日）第２２２回役員会 大谷、加賀谷、山崎、平野、宅田、工藤、渡部、二ノ宮、 

小久保、石亀、羽田 
 06／08（土）ボランティア協会理事会 羽田 

 06／09（日）れんきょう定期総会 小久保、石亀、宅田、平野、工藤、加賀谷、羽田 

 06／13（木）市社会福祉事業団評議員会 羽田 

 06／16（日）第６７回ふれあい会日帰り旅行 大谷、中島、川神、二ノ宮、宅田、江口、

田中、加賀谷、山崎、平野、小久保、羽田 
 06／23（日）ニュース１５４号編集委員会 石亀、宅田、二ノ宮、羽田 

 06／23（日）県腎友会理事会 加賀谷、渡部 

 07／06（土）第３６回医療・栄養講演会並びに懇談会の資料印刷 二ノ宮 羽田 

 07／07（日）第３６回医療・栄養講演会並びに懇談会 加賀谷、山崎、宅田、江口、 
二ノ宮、渡部、石亀（午前のみ）、平野、中丸（午前のみ）、大谷、佐相、 
藤本、清水（応援 ニーレンクリニック）、羽田、 

 07／13（土）ボランティア協会理事会 羽田 
 07／16（火）市健康増進課との打ち合わせ 渡部、羽田 

 07／17（水）市民健康づくり会議幹事会 渡部 

 07／21（日）ニュース１５４号印刷・発行 宅田、石亀、二ノ宮。小久保、山崎、平野、

羽田 
 07／21（日）県腎友会組織委員会 加賀谷 

 07／22（月）津久井やまゆり園追悼式 羽田 

 07／22（月）れんきょう理事会 加賀谷、羽田 

 07／25（木）県腎友会常任理事会 加賀谷 

 07／26（金）県腎友会の立憲民主党ヒアリング 渡部 

 07／29（月）県腎友会の自由民主党ヒアリング 加賀谷 

 08／08（木）公明党相模原総支部政策懇談会 平野、小久保、二ノ宮、羽田 

 08／09（金）れんきょうの公明党相模原総支部政策懇談会 羽田 

  

【予定】 

 08／11（日）第２２３回役員会 

 08／11（日）会員名簿製作 

 08／25（日）県腎友会理事会 

 08／25（日）県腎友会広報委員会 

 08／29（木）れんきょう自民党政策懇談会 
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 09／01（日）県腎友会作品展実行委員会 

 09／01（日）市福祉のまちづくり推進協議会「市民福祉のつどい」 

 09／16（月）健康づくり会議街頭キャンペーン 

 09／22（日）ニュース１５５号印刷・発行 

 09／22（日）臓器移植啓発街頭キャンペーン袋詰め作業 

 09／26（木）県腎友会常任理事会 

 10／06（日）第２２４回役員会 

 10／06（日）臓器移植啓発街頭キャンペーン 

 10／19（土）健康フェスタ「腎臓病のお話と相談会」 

 なお、赤字は役員会で追記したもの。 

                   以上 


