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グループ わ 情報・ＫＳＣ情報 

“グループ わ“ の運営委員会が６月２３日に４ヶ月ぶりに開催されました。 

・フレイルサポーター事業について、新型コロナウイルスの影響で、当面延期となりました。 

・継続会員及び新規会員のリストは７月に各区会長に配布される。 

・水の科学博物館、いじめホットライン、こども電話相談が相次いで、中止になりました。その影響で 

 助成金の配布は通常の半額に減額したいとのこと。 

・７月１７日（金）１０時３０分より、しあわせの村 たんぽぽの家で総会が開催されます。定員は新型コロ 

 ナの影響で５０名となり、役員その他関係者を除くと５名程度しか入場できません。 

シルバーカレッジ事務局より 

・今年度の修業期間は令和２年９月１日～令和３年３月３１日までとなる。 

・３密を避けるため、机（３→２名掛け）の交換、他施設（研修館、たんぽぽの家）の利用が必要とのこと。 

・共通授業、体育授業はオンラインを活用とのこと。 

2 （垂水会 情報 片岡泰雄）

報告 垂水会令和２年度役員職務表 

詳細は個別資料６を参照ください 

えええええ

報告 クルレ様からの感謝状 

                            詳細は個別資料８を参照ください 

投稿依頼  皆様のご投稿（活動報告、写真、川柳・俳句等）を歓迎します。記事と写真を送付頂けたら、

編集の支援を行います          （木田奉行 kidatomo@iris.eonet.ne.jp） 

 

（垂水会 情報 木田奉行）
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垂水会ボランティアグループの６月活動実績          

   グループ名     活動日数  活動人数      グループ名     活動日数  活動人数 

  行政支援            0        0        のばら学園         0         0 

  舞子駅周辺ガイド       0         0      栽培ボランティア       0          0 

  舞子駅周辺美緑花      1          3     サークル・クルレ        1         7 

  福田川クリーン作戦      雨天中止 

                                       合計         2         10 

報告 世話役との交流会報告 

                         詳細は個別資料７を参照ください 

垂 水 会 月 次 ニ ュ ー ス    ２０20年 ７月号   

ボランティア保険 加入のおすすめ 

世話役さんまとめにより、事務局で保険加入 

手続きを代行しております 

地域ボランティア活動へ参加しませんか！     

詳細は個別資料２ を参照ください 

 

 各地で大雨が降り続き、甚大な災害になって

おります。お見舞い申し上げます。又、新型コ

ロナウイルスはまだまだ終息の様子を見せてお

りません。皆様には三密を避け、マスク、手洗

いの励行で、夏本番をお過ごし下さい。   

“垂水会だより 7月号“を発刊いたします。 

報告 入会説明会報告 

                            詳細は個別資料４を参照ください 

報告 総会報告 

                         詳細は個別資料５を参照ください 

を参照ください
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令和２年度　SC垂水会入会説明会　報告 　

　6月28日にSC垂水会入会説明会が、約20名(役員含む）の方が参加されて開かれました。

参加者の皆様は、熱心に聴講されていました。  その報告をいたします。　

   

記
日時： 令和２年6月28日(日）13:30～14:30

場所： 垂水勤労市民ｾﾝﾀｰ　多目的ホール

参加者： 幸田正利(24期生環）、中村正人(24期生環)、久語健一(24期生環)、水田伸二(24期園芸)、

柴田武信(23期美工)、田端大祐(24期健福)

増本(ｺﾞﾙﾌ&舞子駅）、中島(舞子駅美緑花)、望月(ｸﾙﾚ）、庭瀬(のばら）、山口(福田川)

湊（ひまわり）、伊勢木（ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ）

戸島・新川・(22期）

藤下、小川、戸島、浅貝、石川、木田 (21期役員）　/ 計21名(敬称略）

次第： (1)開会（司会：新川）

(2)会長挨拶--戸島会長 　
　---”以下P.P　を紙ベースﾞで説明”

(3)役員紹介(H31年度）

　　
(4)SC垂水会の組織についての説明
    ---戸島会長

(5)SC垂水会の活動内容について説明
　・SC垂水会の概要--戸島会長

　・地域活動の説明➡各活動ｸﾞﾙｰﾌﾟの世話役が説明されました

　　   ①舞子駅周辺ｶﾞｲﾄﾞ    --- 増本 　敞様

中島　征一様

庭瀬  正一様

湊　理宙様

望月 幸次郎様

戸島　峰光様

　　・同好会活動の説明➡各代表の方が説明されました

伊勢木紀雄様

増本 　敞様

　　・親睦ｲﾍﾞﾝﾄの内容説明---戸島会長 　

追伸）総会後、参加者６名全員が垂水会に入会されました。

山口　昭則様

　　   ①ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会活動　---

　　　 ②ゴルフ同好会　---

       ②舞子駅周辺美緑花　　　　---

       ③福田川クリーン作戦　　　---

       ④のばら学園施設支援　　　---

　　   ⑤多聞・ひまわり幼稚園施設支援

       ⑦サークル・クルレ施設支援--

       ⑧垂水区行政支援　　　　---
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平成31年（令和元年）度SC垂水会  総会　報告　　　　　　             Ｒ2年6月28日(日)14：30～15：30

　垂水勤労市民センター 多目的ホール にて開催され、45名の会員の皆様が参加されました。

   

　　　記
＜総会＞
　　新川会計部会長の司会で進められました。

　1.会長(戸島)挨拶 →感謝の言葉を述べられたあと、東親睦部会長が亡くなられたとの報告のあと、全員で黙祷しました。

　 岡本総務部会長、久保田情報誌部会長は垂水会を退会されたとの報告がありました。

  2.議案説明

　　  (1)第1号議案(平成31年（令和元年）度活動報告) → 戸島会長

      (2)第2号議案(平成31年（令和元年）度決算報告) → 新川部会長

＊会計監査報告 → 21期藤下監査員 → 適正処理と報告

      (3)第3号議案(令和2年度役員選出) → 戸島会長

＊令和2年度役員候補紹介（新役員間で一部変更）

　　　　　1.会長：戸島峰光、藤下裕史(副)　2.会計：戸島早苗、新川軍司(副)　3.会計監査：新川軍司、戸島峰光(副)　

　　　　　4.総務：藤下裕史、木田奉行(副)　 5.地域ボラセン：戸島峰光、藤下裕史(副)

          6.親睦活動：戸島峰光、戸島早苗(副)　7.情報誌：木田奉行、藤下裕史(副)　（以上敬称略）

  3.議案の承諾 → 第1号議案～第3号議案　全て”承認”されました。

  4.議案説明

　　　(4)第4号議案(令和2年度活動計画)、(令和2年度活動方針) → 戸島新会長

      (5)第5号議案(令和2年度予算) → 新川新会計副担当

  5.議案の承諾 → 第4号議案、第5号議案は質疑なく全て”承認”されました。

  6.特別議案

　  SC垂水会はグループ”わ”の区会に入っていないが、グループ”わ”の会長よりそのまま”わ”に統合してはどうか

　  との提案あり、統合すべきか否かの検討議案が戸島会長より出された。

    新入会員より、何故他の区会が”わ”の中にあるのに垂水会のみ別なのかとの質問があり、戸島会長よりＳＣ垂水会

    の方が”わ”より先にでき、ボランティア活動や会員親睦を始め、今に続いていることを説明。

    ”わ”に入っていない会員も多数おられ、会費を払って参加せねばならなくなる、現状に問題なく統合の必要がないなど

    ”わ”に統合の意見はなく、全員一致で現状通りＳＣ垂水会で続けることになった。

＜懇親会＞

  ＊毎年行なわれている懇親会は新型コロナウイルスのため今年は中止となり、総会参加者全員に缶ビールと

     おつまみのおみやげが手渡された。
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令和2年度　KSC垂水会　役員担当職務表

氏名 元コース 担当職務 メール配信 備考

＊代表補佐

＊代表不在時職務代行

＊総会、入会説明会、役員会・幹事会、

　(月例）等の資料準備、企画運営、実施、

　司会、議事録作成 やまもも
＊会員名簿の更新、維持管理 区外
＊各届け出、事務手続きに必要な書類の　

　作成、管理

＊在校の地域交流ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表との

　連絡・調整

＊活動の支援等、世話役との連携・調整

＊活動実績のまとめ、活動内容等を紹介

＊助成金に関する手続き

＊ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入手続き支援

＊年間親睦行事の計画立案・実施

　行事案内書、報告書作成、会員通知

＊日帰りﾊﾞｽ旅行

＊歴訪・ﾊｲｷﾝｸﾞ

＊ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌその他

＊垂水会ﾆｭｰｽ(1回/月)作成・管理 やまもも
＊垂水会だより(2回/年)作成・管理 区外
＊メール配信、郵送の実施・管理

＊”わ”ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとの調整

＊垂水会ﾆｭｰｽ発行の情報収集

＊予算・決算書の作成・管理

＊会費徴収・管理、諸経費支払い、立替分

　支払、会計報告書作成・報告

＊本会の会計及び実務遂行の状況監査

＊総会において会計及び業務の遂行に

　　ついて報告

小束山

21期
国際

役職・職務

＊統括全般　＊代表窓口業務
＊ｸﾞﾙｰﾌﾟわ垂水会代表(兼務）

22期
国際

戸島　峰光代　表 SC塩北・ｱｼﾞｭｰﾙ舞子・
ｼﾞｪｰﾑｽ・ｼﾞｪｰﾑｽ山

ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ
垂水多聞会

小束山

小束山

つつじが丘

ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ
垂水多聞会

副代表

部会長(正）

部会長(副）総
務
部

藤下　裕史

藤下　裕史

木田　奉行

21期
生環
21期
生環

地域ﾎﾞﾗｾﾝ
担当部

部会長(正） 戸島　峰光
22期
国際

部会長(副） 戸島　早苗
21期
健福

部会長(正） 戸島　峰光

部会長(副） 藤下　裕史

22期
国際
21期
生環

親
睦
部

部会長(正） 木田　奉行
21期
国際

情
報
誌
担
当
部

藤下　裕史
21期
生環

　 　 　

部会長(副）

会
計
監
査

部会長(正） 新川　軍司 生環

部会長(副） 戸島　峰光 国際

SC塩北・ｱｼﾞｭｰﾙ舞子・
ｼﾞｪｰﾑｽ・ｼﾞｪｰﾑｽ山 小束山

ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ
垂水多聞会

小束山

SC塩北・ｱｼﾞｭｰﾙ舞子・
ｼﾞｪｰﾑｽ・ｼﾞｪｰﾑｽ山 小束山

小束山
みどりの会
垂水名谷会

会
計

みどりの会
垂水名谷会

部会長(正） 戸島　早苗
21期
健福

部会長(副） 新川　軍司
22期
生環

22期

22期

つつじが丘

ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ
垂水多聞会

小束山

小束山

舞子台

垂水会役員職務表令和2年度 
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令和２年度　SC垂水会ボランティアＧの世話役との交流会　報告 　

7月5日にSC垂水会ボランティアＧの世話役との交流会があり、

参加者の皆様から活発な意見が出ました。  その報告をいたします。　

   

記

日時： 令和２年７月5日(日）13:30～14:30

場所： 垂水勤労市民ｾﾝﾀｰ　会議室ー１

参加者：増本(ｺﾞﾙﾌ&舞子駅）、中島(舞子駅美緑花)、望月(ｸﾙﾚ）、庭瀬(のばら）、山口(福田川)

湊（栽培ボランティア・学が丘保育園）

役員：戸島、新川、藤下、戸島、木田 　/11名参加

欠席： 伊勢木（ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ）

交流会の内容

　井澗　昭吉様に交代です。

・戸島会長より、この交流会は垂水会活動方針に年３回程度行うと書かれているとの報告があり

　　 　ました。 あと１回やればどうかとの提案が会長からありました。

・中島様よりボランティア活動を活発にするため、新規会員を勧誘したい。

　新規会員のメールアドレスを教えて欲しいとの提案がありました。

　会長よりメールアドレスは個人情報で取り扱いには注意したい。

　新規会員に各メールアドレスを世話役限定で通知してもよいか打診します。

・２５期生にも今から入会の誘いをしてはどうかとの提案がありました。

　地域交流のデータ（メールアドレス）があるので活用したい。

・湊（栽培ボランティア・学が丘保育園）様から世話役交代のお話がありました。

垂水会23(20200705)世話役との交流会報告
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 クルレ様からの感謝状 （資料 8）9 

 

 

   

   クルレ様から SC垂水会 の活動に対し、表彰状と金一封 

   を頂きました 

  

 

 

 

 

 

   

 


