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第２３３回役員会議事録 
・役員会期日：４月４日を予定。 
・役員会資料送付：４月４日済み。 
・書面表決書並びに意見陳述書提出締切り日：４月１３日 
・参加役員（表決書・意見書提出者）：平野、加賀谷、中丸、櫻井、二ノ宮、渡部、 

                               宅田、山崎、小久保 
  
１．役員動静（石亀さんの事務局次長退任について） 

  石亀さんの業務を引き継いで行っていただける方。 

業 務 種 類 引き継いでも良いという方の氏名 

ア、新規入会者の記録・管理 二ノ宮、小久保 

イ、青い鳥ハガキの受け入れ・管理・県腎友会への寄付 加賀谷（山崎）、渡部 

ウ、総会案内状の作成・送付（今年まで石亀さん）  

エ、永年透析者の選定（今年まで石亀さん） 二ノ宮、加賀谷、小久保 

オ、ニュース編集委員  

【意見】 
  ① それぞれ、どのような業務かはっきりわかっていないので、軽々に引き継ぐとは言えないと思 

う。ウ、などは PC が出来ない人には無理だと思う。これは皆で集まった時に業務内容を確認し 
た上で決めた方が良いと考えます。役員をやってくれそうな方に声をかける！！絶対数が少な 
い。（二ノ宮） 

  ② 個人的にはア、エ、ならば出来そうです。（二ノ宮） 
  ③ 現在ニュース編集委員です。厳しいので他の項目についてはお受けできません。（宅田） 
  ④ もう１年勉強させてください。（櫻井） 
  ⑤ イ、エが可能。（加賀谷） 
  ⑥ 亡くなる人が出たり、退く人がいる度にその人の仕事を他の人に割り振るのではなく、全体の仕 

事量と関係性を考えて役割を決めた方が良いと思う。今年度はコロナでまた行事がほとんど中止 
なので時間があるときに考え直し、構築し直しをして欲しいと思う。（渡部） 

  ⑦ イ、が出来る。私自身がやりたいというのではなく、県腎友会の事務局へ行く機会が多い人が「青 
い鳥ハガキ」も担当したら効率がよいと思う。（渡部） 

  ⑧ イ、の件について加賀谷さんの手伝いとして当施設のみの業務を継いで行く様務めます。（山崎） 
 【結論】 
  ご意見により、６月６日（日）の第２３４回役員会は対面で開催出来る事を期待してその際に決めた 

いと思います。それまで、青い鳥ハガキは持って置いて頂きその役員会の時に持参下さい。 
 
２，第３７回医療・栄養講演会並びに懇談会について 

 
 
 
 

A 案 １１月に延期して開催 １名 

B 案 本年度は開催しない ８名 

C 案 次回役員会（６／６）にて決定する ０名 
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但し、A 案１名の方は透析者が新型コロナウイルスワクチン接種が２回完了が絶対条件 

【意見】 
  ① 緊急事態宣言からまん延防止宣言と続き、先行き不透明の状況の中、会員・賛助会員の心情を鑑 

みれば国、自治体からの解除発令後の開催予定と考えてと思います。（山崎） 
  ② 透析患者なので万全を期して本年度は開催しない方が良いと思います。ワクチン接種２回終了と 

ともに全体（感染状況）の様子を見ながら慎重に行うがいいとおもいます。（中丸） 
  ③ コロナワクチン接種がまだ極一部の人にしかできていない現状とワクチン確保と分配が不透明 

な状況では今年度開催には無理があると考えます。（二ノ宮） 
  ④ 私も新型コロナウイルスワクチンが２回ともみ終了してからが良いと思います。（櫻井） 
  ⑤ 何らかの行事を実施しないと会員の中には不満に思ったり、さびしさを感じる方もいると思う。 

しかし、A 案の１１月に決めてワクチン接種のタイミングは万一非常事態宣言などと日程が重な 
ればムダにななる可能性もあるので B 案。（渡部） 

    ⑥ 新型コロナ感染拡大により本年度は開催は厳しいと思います。（宅田） 
  ⑦ ワクチンが遅れているので B 案。小久保 
 【結論】 
  本年度開催を見送ります。 
 
３．第３９回定期総会について 

  書面による決議による開催について 
賛成 ９名 

反対 ０名 

 【意見】 
  ① 今年中は新型コロナウイルス感染のリスクを少なくした方が良いと思う。（櫻井） 
  ② ただし、５月１６日（日）は県腎友会の総会で、横須賀市総合福祉会館へ行くためれんきょ事務 

所へ出席できません。また前日の１５日（土）もさがみはら市民健康づくり会議の「ラジオ体操 
のつどい」で橋本駅近くの会場へ行くため時間がないのでお手伝いなどできません。 
⇒ １６日は議案書と総会案内状を施設単位で一人来て貰いれば良いので、二ノ宮さんと話して 

ください。 
 【結論】 
  書面による決議方式とします。 
 
４．第６９回ふれあい会日帰り旅行について 

１０月実施の方向とするが８月１日の役員会で最終決定する。 
賛成 ５名 

反対 ４名 

 【意見】 
  ① ８月１日役員会で決定に賛成。今年度は（実施）見送った方が良い。あと、（旅行）の実施時期に 

ついても会員さんにアンケートをとる。（二ノ宮） 



 3 / 4 
 

  ② 設問２，３の理由と同じ。（櫻井 反対を選択） 
  ③ １０月時点でワクチンの接種２回を全ての会員が終了しているか分らない。（渡部 反対を選択） 
  ④ 新型コロナウイルス感染の収束が厳しいと思います。（宅田 反対を選択） 
  ⑤ 今年は無理だと思います。来年の夏からではどうでしょう。（小久保 反対を選択） 
【結論】 
 「１０月実施の方向・・・」に反対の方が３名おり、８月役員会にて慎重検討する。 

 
５．令和２年度決算報告について 

決算書を提示して承認・否認を問うた。 
なお、特別出費（市補助金の未使用残額について 8,054 円と提示しましましたが 8,053 円の誤りで 
した。お詫びして訂正します。結果、今年度への繰越金は 1 円増加して 335,301 円になります。ご 
了承ください。 

承認 ８名 

否承認 １名 

 【意見】 
  ① 県腎友会の補助金は R２年度は 25,000 円でしたが今年度は難しいかも知れません。R３年度は 

２万円の線で検討願いたい。（県腎友会の補助金）総枠は R２年度１３万円から１０万円の規模で 
検討に入ります。（加賀谷） 

  ② 会計監査後承認します。（宅田 否承認を選択） 
 【結論。】 
  ・承認頂いたものと見なします。なお、１円の繰越金の増額訂正がありますが承認に影響無しと判断 

します。 
  ・会計監査は去る４月１１日無事終了しました。 
  ・県腎友会の補助金の R３年度減額については議案書掲載の令和３年度予算に反映させました。 
 
６．永年透析表彰者選定について ・ 

承認 ８名 

修正 １名 

 【修正欄】 
  ＜追加＞ 
   ３０周年 柏木康子様 平成３年３月導入 さがみ循環器クリニック（宅田） 
 

７．腎友さがみはら１６２号発行について 

  ・発行日 ６月２７日、・原稿締切り６月１１日、・編集会議 ６月１３日 
 賛成 ９名 

反対 ０名 

 【意見】（記事内容提案・投稿） 
  ① 医療情報「検査数値の見方」はあと１～２回続きます。もし他の記事があれば１回くらい休んで 
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も良いです。（二ノ宮） 
② クリニック訪問は、さがみ循環器ならば、宅田さんが書いて欲しいことを（言って）くれれば書 

けそうです。さがみ循環器クリニックの良いところを宅田さんがメモ書きでもしてくれれば記事 
にできます。母がお世話なっていましたし病院の雰囲気が分るので。（二ノ宮） 
⇒ 宅田さんへ 二ノ宮さんの提案を検討してみてください。是非実現してください。 

  ③ 新入会者の紹介、青い鳥ハガキ・切手等の寄付者紹介、中止になる行事のお知らせ。（宅田） 
 【結論】 
  ・提案に添って発行します。記事内容については提案も含め編集会議にて検討します。 
 
８．その他の意見 

  ① 令和３年度も活動が大幅に縮小されそうですので代替の顔合わせ無くとも、集わなくてもできる 
活動をひとつできるといいですね。思いつき：施設毎にノートを回して､みんなの声を集めると 
か、８月までによく考えておきます。（二ノ宮） 

  ② 会長始め各（役）員の皆様コロナ禍で思考されておられる事大変ご苦労様です。「ありがとうござ 
います。」（山崎） 

 
以上 



配布先：役員（連絡委員非配布） 

第２３３回役員会資料 
来る４月４日に第２３３回役員会開催を予定していましたが新型コロナウイルス感染 

拡大状況に鑑みて書面による開催とします。以下の内容についてご高覧いただき、別紙の
「書面表決書並びの意見陳述書」を来る４月１３日までに羽田宛ご回示ください。よろしく
お願いします。当方のファックスが調子が悪いので同封の封筒にて郵送してください。 

 
【審議事項】 

１．役員動静  

  石亀さんから事務局次長を３月３１日付けをもって退任し、以下の業務を行わないと 
の連絡がありましたので了承したいと思います。なお、相模原クリニック腎友会役員に 
つては後継者に引き継ぐ由です。 

  ア、新規入会者の記録・管理 
  イ、青い鳥ハガキの受け入れ・管理・県腎友会への寄付 
  ウ、総会案内状の作成・送付 
    今年の総会案内状の作成と送付は行う。 
  エ、永年透析者の選定 
    今年の選定は済み（羽田受領） 
  オ、ニュース編集委員 
  ついては、これら業務のうち一つでも良いですから引き受けて頂ける方は羽田宛連絡 

を下さい。 
２．第３７回医療・栄養講演会並びに懇談会について 

   新型コロナウイルス感染は収束する気配はなく､例年の７月開催は見送ります。 
次の策として以下の３案を考えますので別添「書面表決書並びに意見陳述書」によりご 
回答下さい。 

  A 案：１１月に延期して開催する。 
  B 案：本年度は開催しない。 
  C 案：次回役員会（６／６）にて決定する。 
   なお、本件に関して、北里大学病院の竹内康雄先生の意見は以下の通りです。 
   「7 月はオリンピック開催が近くなっているので可能では、との考えもあるでしょう 

が、私の意見は、ご出席いただく方に透析患者さんが多いことを考えますとコロナワ 
クチン接種が 2 回ともに終了していることが望ましいと思います。時期的には秋以降 
などをお考えいただくのが良いかと思っています。」 

３．第３９回定期総会について 

  新型コロナウイルス感染が収束する気配がないので書面議決方式とする。 
  スケジュール及び担当は資料１のとおり。 
   なお、５月１６日（日）午前に議案書と総会案内状をあじさい会館４階れんきょう事 



配布先：役員（連絡委員非配布） 

務所にて渡しますのでよろしくお願いします。 
４．第６９回ふれあい会日帰り旅行について 

  １０月実施の方向としたいが８月１日役員会で決定する。その際にその後ことも検討・

協議する。 
５．令和２年度決算報告について 

  ア、新型コロナ禍のため、7 月の医療・栄養講演会並びに懇談会が中止になったので市 
の補助金は１３５，０００円全額を機関紙発行に充当したため剰余金が発生し、市 
に８，０５４円返還することとなった。・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

  イ、市への補助金返還を含めての決算報告書 ・・・・・・・・・・・・・資料３ 
６．永年透析表彰者選定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 
  各施設単位でご確認ください。 
７．腎友さがみはら１６２号発行について 

  ～印刷・丁合を松が丘園に発注とする。～ 
 １）スケジュール 
  ア、発行日 ６月２７日（日） 

イ、原稿締切り ６月１１日（日） 
  ウ、編集会議 ６月１３日（日）総会が書面表決の前提 

  エ、くうるいんさつに表紙編集・印刷発注 ６月１４日（月） 

  オ、松が丘園に印刷・丁合発注 ６月１８日（金）⇒ ２５日納入 

  カ、各役員に送付 ６月２７日（日） 

 ２）記事内容 

  ア、表紙写真募集 

  イ、総会結果記事 

  ウ、その他募集  

   

【報告・お願い事項】 

１．令和３年度会員名簿作成について 

  別添の令和２年度会員名簿の修正・追記を、６月役員会まで提出をお願いします。 
２．健康フェスタ「腎臓病のお話と相談会」中止について 

  みんな元気 相模原健康フェスタは形を変えて、市民会館で毒蝮三太夫の講演会一本を

行うことになったとのこと。従って、「腎臓病のお話と相談会」も中止。 
３．相模原市議会自由民主党相模原市議団市民アンケートに対応について 

  腎友さがみはら１６１号にて広報済みですが、特に、新型コロナワクチンを、基礎疾患

のある透析患者に早期にスムースに接種出来るようお願いをした。 
 

  以上 
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