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第２２６回役員会議事覚え 
日 時 令和２年２月９日（日） ９時３０分～１３時０５分 

場 所 けやき会館 3階サポートセンター会議室 

出席者 櫻井、加賀谷、山崎、平野、中丸、宅田、渡部、二ノ宮、小久保、石亀、羽田 

傍聴人 中丸明日香 

      

１．役員動静 

  ・舘盛副会長１月１５日逝去  １月１８日お通夜、１９日告別式 

  ・羽田 

２．令和２年度役職並びに役割分担について 

１）石亀事務局長より家庭の事情により役員・事務局長並びに県広報委員を休眠したいとの申し 

出があり、了承した。但し、本人の申し出により以下の業務については継続してくれること 

となった。①新規入会者の記録・管理、➁青い鳥はがきの受け入れ・管理、③総会 

案内の作成、④永年透析者の選出、⑤施設内業務 以上の結果、名簿上「連絡委員」とする 

こととした。 

なお、役員会の開催案内については、開催日時・場所のみの連絡をメール或いはファックス 

で、羽田が行うこととした（大谷さんは電話連絡）。 

 ２）二ノ宮さんからは役員の数が減少していることに鑑みて、全役員が手分けして行うとか、一 

部の活動を停止するとかを考える時期にきているとの意見があった。この意見も考慮して一 

部活動の停止が可能か、或いは担当の見方を変更出来ないか等を検討することとした。 

   ア、臓器移植啓発街頭キャンペーンを止めてはどうか 

     ⇒ 県腎友会と協議する。 

   イ、石亀広報委員の後継がどうしても必要なら、医療福祉・災害対策委員を止めて、広報委 

員に回ることが可能か 

      ⇒ 県腎友会と協議する。  

   ウ、加賀谷さんから任期満了になるＮＰＯ法人れんきょうの理事を年齢的なものもあり降り 

たいとの申し出あり。 

      ⇒ 腎友会からの理事派遣を１名にすることをれんきょうと協議する。 

   エ、機関紙発行について簡素化出来ないかとの意見があり、抜本的に見直すこととして以下 

の機関紙改革委員会を立ち上げることとした。６ヶ月をかけて「簡素化」を旨として新 

しい機関紙を役員会に答申してもらう。 

  委員長 櫻井美典 

  委員  宅田光子・二ノ宮美和子・渡部佳子 

 ３）以上の議論の結果、担当は資料１のとおりとした。 

３．令和２年度活動方針と活動計画 

 １）活動方針協議 

   １、福祉関係の維持向上が重要。 

   ２．災害対策関係を折り込むべきではの意見もあり。 

 ２）活動計画  

 ア、第３８回定期総会 ６／１４（日） 
イ、役員会（日曜日） ４／１２（５日さくら祭り）、５／３１、８／２、１０／４、 
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１２／６、１／３１（役員新年会を含む） 
ウ、三役会議 ５／３（日） その他必要に応じ開催 

  エ、医療・栄養講演会並びに懇談会  ７／５（日） 
オ、腎臓病のお話と相談会     １０／１７（土）の推定 

  カ、ふれあい会日帰り旅行 
       春（第６９回）           ７／１２（日） 
       秋（第７０回）           １０／下旬（日） 

  キ、臓器移植啓発街頭キャンペーン  １０／４（日） 
ク、県腎友会ふれあい作品展     ２／１１～１４ 

   ケ、役員新年会           １／３１（日） 
   コ、ＮＰＯ法人れんきょう定期総会  ６／７（日） 

  サ、県腎友会総会          ５／１０（日）於：横須賀 
   シ、県腎友会理事会 ４／１２，６／２１、８／２３、１０／２５、 

１／２４、３／２１ 全て日曜日。 
   ス、県常任理事会  ４／２、５／２８、７／３０、９／２４、１１／２６、 

１／７（年始あいさつ回り）、２／２５、全て木曜日 
４．第３８回定期総会について 

１）実施概要 

    ア、日 時 令和２年６月１４日 出欠案内（委任状）発送に議案書を間に合わせる。 

  イ、会 場 あじさい会館６階第１、第２展示室（１２月１４日に予約済み。） 

  ウ、アトラクション    

      マリンバ演奏 

２）準備内容・スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

５．第６９回ふれあい会日帰り旅行について 

  １）日程確定 

    新型コロナウイルスが下火になる７月１２日とする。 

  ２）行く先検討 

    ①「石和日帰り温泉入浴と桃狩りの旅」 

    ➁「山中湖水陸両用バス乗車、忍野八海、名物ほうとう料理の旅」 

    ③「サンメドウズ清里ランチブッフェと桃狩りの旅」 

    の提案があり、協議の結果、➁に決定した。 

６．第３７回医療・栄養講演会並びに懇談会について 

  １）日 時 ７月５日（日）⇒ 決定 

  ２）会 場 市民会館第 1大会議室 ⇒ 確保済み 

  ３）講 師 

      ・医療講演 これから竹内先生に依頼 

      ・栄養講演 渕野辺総合病院杉山功栄養科長に平野副会長から打診をする。 

  ４）演 題 （希望） 

      ・医療講演  フットケア或いは感染症に関するもの 

      ・栄養講演  「カルニチン効果」に関する者 
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７．腎友さがみはら１５７号発行について（案） 

  ア、発行日 ３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１０時 30分に集合 

  イ、入稿日 ３月１０日（火） 

  ウ、編集会議（原稿締切日） ３月８日（日）１０時～ 

    於：サポートセンターフリースペース 

エ、記事内容（協議） 

    ・表紙写真 観光協会のものを借用する。二ノ宮さん手配。 

・透析患者実態調査結果  羽田 

・北の丘センター売店店員募集広告 羽田 

・舘盛副会長追悼記 二ノ宮 

・青い鳥はがき寄贈者 石亀・羽田 

・新規入会者 石亀・羽田 

・福祉施策懇談会でタクシー券金額の増額を市長にお願い 羽田 
    ・写真集 県腎友会作品展の写真 ＣＤを県腎友会から貰う。 

    ・県腎友会作品展結果報告  小久保 

    ・活動日誌 羽田 

    ・定期総会のお知らせ・医療・栄養講演並びに懇談会お知らせ 羽田 

    ・旅行お知らせ 二ノ宮 

・編集後記 石亀 

８．県腎友会ふれあい作品展 

  １）搬入・搬出 

    ・搬入 ２月２０日（木）１３時～ 山崎、羽田 

  ２）出展受入れ  

希望する場合、２月１７日までにあじさい会館４階 NPO法人れんきょうで預かる。 

    ＜預かる作品９日現在＞ 
     ・ブラックコート 渡部 
     ・写真３点 二ノ宮 
     ・絵画 ２点 中丸明日香 
  ３）作品返却搬送 
    無し。出展者各自が現地に赴き撤収搬出。   
  ４）山崎さんと落ち合う時間 
    搬入搬送 ２０日  １１時あじさい会館ロビー 車の脇に障がい者専用駐車場へ 
    搬出搬送 無し。 
９．れんきょう主催福祉施策懇談会結果報告  

１０．相模原市障害福祉計画等策定のためのヒアリング調書 

資料により説明。 

１１．透析患者数実態調査結果について 

資料により説明 

１２．その他 
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  １）橋本クリニック役員並びに退会者の件 

    連絡委員相馬英雄さんを諮り了承。 

  ２）ボランティアネットワーク会員脱会の件 承認 

  ３）大型封筒の件 

    現在使用封筒 1，000部 １４，０００円 1部 １４円 

    新方式   封筒代（アスクル）1部６円 印刷代（れんきょう）5円 計１１円 

    封筒代 6円が安くならないかを検討する。 

  ４）県腎友会制作勧誘チラシの件 

    各施設を送付されることを連絡した。 

【関連団体活動報告】  

１）県腎友会 

① 常任理事会・理事会 
② 各委員会報告 
県腎友会の窮状につき加賀谷常任理事より報告。 

２）健康づくり会議   

    ３／９ 健康づくり講座 於：グリーンホール 

        同時並行開催 街頭キャンペーン 於相模大野駅ペデストリアンデッキ 

  ３）NPO法人 れんきょう    

      福祉施策懇談会について報告 

 ４）福祉のまちづくり推進協議会   

     特に無し。 

      

【日誌】  
 12／01（日）第２２５回役員会 加賀谷、山崎、平野、宅田、渡部、二ノ宮、小久保、羽田 
 12／08（日）障害者週間のつどい 加賀谷、羽田 

 12／14（土）ボランティア協会理事会 羽田 

 12／22（日）ニュース１５６号発行 宅田、二ノ宮、石亀、平野、小久保、加賀谷、 
山崎、渡部、羽田 

 01／09（木）県腎友会常任理事会 加賀谷 

 01／13（月）れんきょう理事会 羽田 

 01／26（日）県腎友会理事会 加賀谷、渡部 

 02／02（日）福祉施策懇談会（れんきょう）加賀谷、羽田 

 02／02（日）県腎友会ふれあい作品展実行委員会 小久保、二ノ宮 

  

【予定】 

 02／09（日）第２２６回役員会 

02／15（土）新春ボウリング大会（ボランティア協会） 

02／16（日）Net１１９緊急通報システム研修会（れんきょう） 

02／20（木）～23日（日）ふれあい作品展 

02／27（木）県腎友会常任理事会 

03／15（日）作品展反省会 
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03／19（木）県腎友会国会請願 

03／16（月）れんきょう理事会 

03／22（日）県腎友会理事会 

03／29（日）腎友さがみはら印刷・丁合 

 

               以上 
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第２２６回役員会議事録資料１

役職・担当 令和元年 令和２年 備考

会長 羽田　　彌 羽田　　彌

副会長 平野雄市 平野雄市 一人制とする。

事務局長 石亀大介 ー 空席とする。

会計 小久保きよ子 小久保きよ子

会計監査 山崎信男 山崎信男

羽田　彌 羽田　彌 新方式機関紙発行

宅田光子 宅田光子 時点で再考。

石亀大介 二ノ宮美和子

二ノ宮美和子

羽田　　彌 羽田　　彌

加賀谷文博 ー

市民健康づくり会議幹事 渡部佳子 渡部佳子

加賀谷文博
（常任理事）

加賀谷文博
（常任理事）

渡部佳子 渡部佳子

県　広報委員 石亀大介

県　医療福祉・災害対策委員 渡部佳子

県　組織拡大委員 加賀谷文博

小久保きよ子 小久保きよ子

二ノ宮美和子 二ノ宮美和子

市福祉のまちづくり
推進協議会委員

宅田光子 宅田光子

旅行担当 二ノ宮美和子 二ノ宮美和子

医療・栄養講演会並びに懇談会 宅田光子 宅田光子

県　作品展実行委員

令和２年度役職・担当・県腎友会理事

一人派遣とする。

渡部佳子 県腎友会と協議

NPO法人 れんきょう理事

県　理事

機関紙編集委員
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Ⅰ．準備スケジュールと担当

作業項目 日　　程 担　　　　　　当

今年度支出最終締め
３月２０日（金）
但し、ニュース
関連は別途

活動費申請等を含む支出費用を小久保さん宛て報告。

各役員の活動報告 ～４月５日（日） ファックス・メール等で羽田へ提出

４月１日時点会員数報告 ～４月５日（日） 賛助会員氏名を含めファックス・メールでで羽田へ提出

郵便局・銀行の預金残高確認 ４月１日（月） 羽田

永年透析表彰者者名簿～４月１２日（日）石亀さん役員会で各役員に確認依頼

議案書担当箇所作成（担当は次ページ）～４月１２日（日）羽田へ提出

ＳＳＢＳ社の広告取り ー 今回も見送り？

会計決算 ～４月９日（木） 小久保さん・羽田打合せ

第２２６回役員会 ４月１２日（日）
決算報告、永年透析者確認依頼、
総会開催準備スケール及び当日進行と担当等検討

会計監査 ４月１２日（日） 午後（午前に役員会）

市補助金決算報告作成・提出～４月１５日（水）羽田

議案書第一次原案作成～４月２６日（日）取りまとめは羽田

議案書拡大三役会議メンバーへ
事前郵送

４月２７日（月） 郵送

総会開催案内状作成 ～５月３日（日） ３日三役会議にて渡す。

議案書拡大三役会議審議 ５月３日（日） ９時３０分～　於：あじさい会館４Fれんきょう事務所

議案書修正・加筆 ～５月９日（土） 羽田

議案書印刷・役員宛て配布 ５月１０日（日） けやき会館サポセンにて印刷丁合後各役員持ち帰り

会員宛配布
５月１１日(月）
～１６日（土）

個人会員・賛助会員には郵送
全施設には総会終了後に公簡を添えて郵送

総会出席者・委任状纏め
～６月１３日

（土）
二ノ宮

第３６回定期総会 ６月１４日（日）

第２２６回役員会議事録資料２

第３８回定期総会準備事項

1／２
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担当 備　　　　　考

表紙 羽田

次第 羽田 目次は廃止

会長挨拶 羽田

第１号議案令和元年度活動報告

　・概要 羽田

　・個別活動報告

　・役員会開催 羽田 議題は廃止。日時・場所・出席メンバーのみ。

第２号議案令和元年度決算報告
並びに会計監査報告

　・一般会計収支報告 小久保
収支決算書の支出の部の番号１１と１２に間に
費用の小計欄を設けるよう山崎会計監査より指示あり。

　・預金残高報告 羽田 郵便局：残高証明書を貰う（有料）

　・第３７回定期総会決算 羽田

　・第３７回医療・栄養講演会＆懇談会決算 宅田 羽田調整

　・健康フェスタ「腎臓病のお話と相談会」 渡部 羽田調整

　・第６７回ふれあい会日帰り旅行決算 羽田

　・第６８回ふれあい会日帰り旅行決算 二ノ宮 羽田調整

　・会計監査報告 山崎 フォーマットは羽田が用意。

第３号議案役員選出（案） 平野 退任・逝去役員を含む。

第４号議案活動方針と活動計画（案）

　・活動方針（案） 羽田

　・活動計画（案） 羽田

第５号議案令和元年度会計予算（案） 羽田

永年透析表彰者 石亀

相模原市腎友会会員数 羽田 ４月１日現在会員数は各施設代表役員より報告を受ける

（議案書）災害時電話番号 羽田 今回廃止。

患者数実態調査 羽田

（議案書）会則 羽田 今回無し。

Ⅱ．議案書作成担当

2／２
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