
2020年7月17日

グループわ 第17回 定期総会を開催
＝総会次第＝

1.開会 司会･豊野文子さん

2.理事長あいさつ 大槻理事長

3.議長選出 議長･藤田健一さん

4.議案審議

1号議案 令和元年度事業報告

2号議案 令和元年度決算報告

3号議案 令和２年度役員選任

新役員紹介

4号議案 令和２年度事業計画

5号議案 令和２年度事業予算

5.閉会
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当初5月30日に開催予定の定期総会は、新型コロナウィルス感染拡大

防止の緊急事態宣言を受け、一か月半遅れて7月17日に開催されました。

3密を避けるため、会場を変更して出席数を抑制し、出来るだけ書面

による参加をお願いしての開催となりました。

大槻理事長は、開会あいさつの中で「総会開催の延期・子ども家庭センター電話相

談の一連の件についてお詫びをする。ぐるーぷわ として初心に帰り、会員の皆様と一

緒になって、ボランティア団体として活動を進めたい」と訴えました。総会議題は、

令和元年度の事業報告・決算報告と令和２年度の役員選任および事業計画・予算、す

べて原案通り可決・承認され、大槻理事長をトップとする新役員体制がスタートしま

した。 （写真 藤下裕史：生環21 編集 八木）

総会特集

(＊)理事長及び副理事長は、定款第14条の規定に基づき、

7月17日開催の理事会で以下の通り選任されました。令和２年度 新役員体制
理事長 大槻 隆文 （食文20)＝西

副理事長 南 謙二 （健福22)＝事業・西

副理事長 高木 博史 （園芸23)＝総務・西

理事 浜田 哲夫 （生環21)＝企画・長田

理事 九鬼 美代 （音文22)＝財務・西

理事 八木 清 （園芸22)＝広報・北

理事 道満 出人 （国際23)＝広報・西

理事 池内真知子 （健福23)＝事業・北

理事新任 萩尾 映子 （健福23)＝総務・北

理事新任 横山 謙一 （音文24)＝総務・北

理事新任 塩田 光雄 （国際24)＝財務・北

理事新任 桜間 茂 （生環24)＝事業・西

理事新任 苅谷 澄代 （美工24)＝事業・北

理事(非) 芦田 義和 (生環15)＝区会長・北

理事(非)新任古後 健一 (健福18)＝部会長・西

理事(非) 岸野 清美 (健福21)＝学習支援委

員長・須磨

【区会長】

東灘＝宮田 幸長 (美工17)
灘 ＝廣瀬 庫司 (園芸17)
中央＝島ノ江繁吉(生環18）
兵庫＝小椋 宗二 (食文21）
北 ＝芦田 義和 (生環15)
長田＝福井 芳秋 (美工21)
須磨＝新任田路義弘(生環17)
垂水＝戸島 峰光 (国際22)
西 ＝吉田 謙 (健福20)

【部会長】

福祉＝新任増金スミ子(福祉11)
国際＝ 中川 周平(国際20)
環境＝新任与茂田 正(生環20）
文化＝新任古後 健一(健福18)
いきがい＝新任木原喬(美工18)
【須磨一ノ谷プラザ】

館長 阪田 國彦(健福18)

監事(非) 水町 亮治(生環18)＝中央

監事(非) 川部 忠夫(健福20)＝須磨

大槻理事長

令和2年度の新理事・監事メンバー



功労会員表彰（6件）

功労グループ表彰（2件）

令和２年度 功労会員・グループ表彰受賞
グループわ の令和2年度功労会員・グループ表彰に選ばれた個人6名

と団体2グループが第17回定期総会で表彰されました。表彰式には選ば

れた個人6名とグループ代表2名全員が出席。大槻理事長から「長年にわ

たってボランティア活動に励み、グループわ の発展に貢献されました」

と感謝の言葉があり、表彰状と副賞が手渡されました。

受賞された皆さま（順不同、敬称略）

№ 被表彰者 コース・期 区会・部会 活動内容

1 前田 仁子 福祉11期 北区会 大正琴および北区運営委員の活動に貢献

2 石場 明 生環8期 北区会 学習支援活動・書道部活動に貢献

3 坂本 文一郎 生環10期 西区会 神出自然教育園での園芸支援活動に貢献

4 澤田 京子 福祉7期 文化部会 銭太鼓での活動に貢献

5 内田 たみ子 福祉10期 文化部会 むかしあそび研究会での活動、学習支援に貢献

6 水島 康夫 生環6期 環境部会 自然林の里山再生活動に貢献

№ 被表彰グループ 部会 活動内容

1 ケナフの会 環境部会 ケナフの栽培から活用による地球環境の保全と 環境教育・啓発等に貢献

2 木工グループ いきがい部会わいわいストリート等の活動に貢献

<わ>には｢再び学んで他のために｣の
実践になるならと本部の運営に参加

することになりました。また、自治会の副会長や地域での英語のｺｰ

ﾃﾞｨﾈｰﾀｰもしています。<わ>は、2019年度よりNPO法人会計基準
に準拠し、更に受託事業の減により財政状況も厳しくなっています。

財務担当の目的は、真実性・明瞭性などの原則を踏まえて財政状況
を提示することであり、初めての財務業務に真摯に取り組んでいき

ます。事業担当の一員として、会員の皆様の力が十分に発揮できる
ように、お手伝いをさせていただきたいと思っています。

塩田 光雄(財務担当 国際24)

桜間

塩田

横山

卒業後をどうして過ごそうか
と思っていた時に<わ>の推薦

をいただいて、出かけるところができたと大喜びで何も考え
ずにお引き受けしてしまいました。<わ>の活動のお手伝いを

始めて驚くことばかり。カレッジに入学したときもまわりの
方の元気に驚きましたが<わ>のほうがもっと驚きです。皆様

すばらしい才能とやる気に満ち溢れておられ人生これからと
思いました。この年齢になって学ぶことがいっぱいあるなと
感じている今日この頃です。

苅谷 澄代(事業担当 美工24)

卒業後 何か出来る
ことないかと考えて

いる時<わ>から声を掛けて頂き、色々経験してみ

たいと思い本部に入らせていただきました。会員
のみなさまが区会・部会を通して多方面で活動し

地域への貢献をされている事を知り、その責任の
重さに 緊張を覚えました。総務担当の一員とし

て、会員のみなさまのお役に立てるよう又楽しく
活動できます様頑張ります。

横山 謙一(総務担当 音文24)コロナウィルスの影響で24期の卒
業式、歓送交流会、宴会も中止に

なり、おまけに非常事態宣言も発出され、この先どうしたも
のかと案じておりました。そんなおり、ひょんなご縁で<わ>
本部のお世話になることになりました。それも事業担当との
ことで、毎日送られてくるメールの多さに驚嘆の毎日です。
何分お祭り好きの性格なので久しぶりに血が騒いでいます。

色々とご迷惑をおかけする事になるかもしれませんが何事に
も好奇心を持ちチャレンジしていきたいと思っています。

桜間 茂(事業担当 生環24)

平成6年6月に開催さ

れた第1回「学園祭」
で、親と同じくらいのお年寄りが、元気はつらつと

動き回る姿に感動したものです。「いつか自分も」
と思いながら25年後に入学。思い描いていた通り
の、充実した学園生活を送ることができました。今

度は、わ本部の一員として少しでもお役に立って、
3年間のお返しができればと思っています。固まり

かけた頭をほぐしながら頑張ります。

萩尾 映子(総務担当 健福23)

萩尾 苅谷

新理事（常勤）の一言


