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本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の緊急事態宣言中のため、会場
の KSC カレッジホールが使えなくなり、急遽グループわ 事務所で 5 月 29
日 10：30 より開催しました。あわせて、功労会員表彰式は延期とし、第 2
部の交歓会は中止としました。
三密を避けるため、会場は出席者数を抑制し、出来るだけ書面による参加
をお願いし、来賓のご招待を取りやめての開催となりました。グループわ
正会員 1,203 名（5/29 時点）の内 出席者 31 名、有効議決権行使または委任
状 752 名で 合計 783 名により、定期総会は成立しました。
総会議題は、令和 2 年度の事業報告・決算報告と令和 3 年度の役員選任
および事業計画・予算・定款変更、すべて原案通り可決・承認されました。

式次第
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･増井良夫さん
4.議案審議
1 号議案 令和 2 年度事業報告
2 号議案 令和 2 年度決算報告
3 号議案 令和 3 年度役員選任
4 号議案 令和 3 年度事業計画
5 号議案 令和 3 年度事業予算
6 号議案 定款変更
5.閉会

（担当 広報 道満 出人）

ボランティアの
輪をひろげよう
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令和 3 年度新体制

理事長
副理事長
副理事長
理事 横山
理事 萩尾
理事 道満
理事 池内
理事 苅谷
理事 岸野

南 謙二 （健福 22・西）
高木 博史 （園芸 23・西 企画担当）
桜間 茂 （生環 24・西 事業担当）
謙一
（音文 24・北 総務担当）
映子
（健福 23・北 総務･財務担当）
出人
（国際 23・西 広報担当）
真知子
（健福 23・北 事業担当）
澄代
（美工 24・北 事業担当）
玲子(新任) （音文 23・須磨 学習支援･,学

【区会長】
東灘区会：宮田 幸長
灘区会 ：蛭田 武（新任）
中央区会：島ノ江繁吉
兵庫区会：小椋 宗二
北区会 ：芦田 義和
長田区会：福井 芳秋
須磨区会：田路 義弘
垂水区会：幸田 正利（新任）
西区会 ：吉田 謙

校園・総務担当）

理事 伊藤 満夫(新任)
理事 辻本 憲和(新任)
理事 松井 英男(新任)
理事 岸本 晃子(新任)
理事 山名 憲二(新任)
理事(非) 芦田 義和
理事(非) 古後 健一
監事(非) 大槻 隆文
監事(非) 浜田 哲夫

（健福 25・西 総務担当）
（美工 25・垂水 財務担当）
（国際 25・西 広報担当）
（美工 24・北 事業担当）
（国際 25・須磨 事業担当）
（生環 15・北）＝区会長
（健福 18・西）＝部会長
（食文 20・西）
（生環 21・長田）

（美工 17）
（国際 24）
（生環 18）
（食文 21）
（生環 15）
（美工 21）
（生環 17)
（生環 24）
（健福 20)

【部会長】
福祉部会：増金スミ子
（福祉 11)
国際部会：中川 周平
（国際 20)
環境部会：堀池 邦康（新任）
（生環 17）
文化部会：古後 健一
（健福 18)
いきがい部会：太田 治彦（新任）（生環 17）

【須磨一ノ谷プラザ】
館長 ：真川 俊雄

【学習支援,学校園ボランティア等】
コーディネータ： 岸野 清美
(健福 21・須磨)

（健福 21)

※理事長及び副理事長は、定款第 14 条の規定に基づき 6 月 4 日開催の理事会で以上の通り選任されました。
注： ( )内は コース、期

令和 3 年度功労会員表彰
長年のボランティア活動に対し、5 名の方の功労会員表
彰式を 6 月度運営委員会（2021/6/15）の前に開催しまし
た。 功労会員の表彰式は、通常「総会」で行われますが、
本年の「総会」は、緊急事態宣言が発令され、コロナ対策
のため、別日程となりました。
受賞者から、「本当に功労賞に値する活動があったの
か、予期せぬ表彰を頂き、驚きでした。 今も楽しく活
動させて頂いておりますのも皆様のお陰と、感謝し御礼
を申し上げます。」とのコメントが有りました。

功労会員表彰受賞者と内容
表彰者

活動内容

コース・期

1

道満 俊徳

北区会及び里山和楽会の活動に貢献

生環 13 期

2

阪田 輝夫

おはなし糸車の活動に貢献

福祉 11 期

3

高木 良治

むかしあそび研究会の活動に貢献

福祉 10 期

4

石田 明

混声合唱団コーロ KSC の活動に貢献

音文 9 期

5

細野 恵久

須磨区会の活動に貢献

福祉 3 期
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新旧理事長挨拶
新任あいさつ

南

大槻理事長から南理事長へ

謙二 （健福 22 期）

シルバーカレッジの 3 年間はクラブ活動やグループ学習を通して多くの友人ができ、
会社時代とは違う繋がりができたことは私にとって貴重な体験でした。
グループわ とは木工グループ員として“わいわいストリート”、
“夏休み工作塾”や和親棚
の制作等で交流があったので、3 年生の秋頃に情報誌編集委員の先輩からグループわ 本
部への勧誘を受けたときは躊躇なくお受けしました。
グループわ での 3 年間は、事業担当ということで「こうべ市民福祉振興協会」との共催事業である“わいわい
ストリート”、“夏休み工作塾”に加え、昨年度は “ビバ！ハロウィン”、”こうべっこひろば” を秋に新規開催し、
ロハス広場、しあわせの村まつり、野鳥観察会、スポーツ大会、各施設への友愛活動、シルバーカレッジ行事の
お手伝い等々、年間をとおして各行事が目白押しで、アッという間の 3 年間でした。
昨年 2 月頃から感染拡大が始まった新型コロナウイルス禍によりこれらの行事も影響を受け、行事の中止や感
染防止を踏まえた活動制限・縮小、更には生活様式の変更が求められました。
グループわ の財政面では電話相談業務、水博の管理業務の委託が終了したことにより、昨年度は今までにない
マイナス予算編成となりました。今年度は学校園ボランティア等派遣コーディネート業務やユニバーサルカレッ
ジの運営業務がスタートしなんとかプラスマイナスゼロ予算編成としておりますが厳しい状況が続くことに変わ
りはありません。
ワクチン接種は次第に普及し、オリンピック東京大会も開催されるようで、徐々に元の生活に戻りつつありま
す。グループわ の活動も再開され会員の皆様が安心して活動できる機会を作っていきたいと思っております。
令和４年度にはグループわ は創立 25 周年を迎えます。2 年続けて出来なかった定期総会の 2 部交歓会を 25 周
年記念と併せて計画したく考えております。
会員の皆様がコロナ感染防止の徹底と体調管理に気を付けて活動されることを祈念します。

同時に会員一同

協力し合ってグループわ を発展させていきましょう！
よろしくお願いいたします。

退任あいさつ

大槻

隆文 （食文 20 期）

私は、水町理事長（生環 18 期）から引き継ぎ、2019 年 6 月から 2021 年 5 月まで 2
年間理事長を務めさせていただきました。9 区会、58 グループ、本部の協力・協調関係
を図り、1,400 名を超える会員はもちろん市民の皆様の信頼性を高めて、グループわ と
して何か新しいボランティアを実施し、一層前進させていこうと思っていました。しか
しながら、人類の新型コロナウイルスの感染、こども家庭センターでの事件、神戸市か
らの 3 つの受託事業の終了といったことで、グループわ の大きな転換点を迎えてしまい
ました。加えて、現職副理事長の死去といった大変悲しいこともありました。
この厳しい状況下、気鋭の南理事長（健福 22 期）に引き継がせていただきました。2021 年度は新たに、学校
園ボランティア等派遣コーディネート業務、ユニバーサルカレッジの一部の運営業務を受託するとともに、人生
100 年時代、高齢者のボランティア団体として、何か人のため、世のために出来ることをし、会員の皆様とグルー
プわ が新しく発展していくことを願っております。
この 2 年間、会員並びに関係団体の皆様のご支援に深く深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
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新理事（常勤）の一言
岸野

玲子（総務担当 音文 23 期）

松井

英男（広報担当 国際 25 期）

私とグループわ との出会い

カレッジ卒業後何をしようか

は、KSC のクラブ活動で施設

と考えていたその時、タイミン

訪問をした 5 年前のことでし

グよくお誘いいただき、グルー

た。コロナ禍でクラブ活動もま

プわ でお世話になることにな

まならない昨今「グループわ

りました。グループわ では多

のスタッフに」とお誘いを受けた時は正直戸惑

くの方が積極的に活動されており、強く感銘を

いもありました。が、区会員の皆様とご一緒

受けました。私も皆さんの活動の一助となるよ

に、学校園支援プロジェクトのお手伝いをさせ

う頑張りたいと思いますので、ご指導のほどよ

て頂くことになり、微力ながらお役に立ちたい

ろしくお願いいたします。

と思っています。

岸本
伊藤

満夫（総務担当 健福 25 期）

晃子（事業担当 美工 24 期）

「ふたたび学んで他のため

総務を担当させて頂くことに

に」というモットーを、卒業後

なりました健福 25 期卒業の伊

も実践したいと思っていたとこ

藤です。定年退職してカレッジ

ろ、グループわ の本部活動に

に入学し、現役時代にできな

参加させていただくことになり

かった趣味の世界を広げようと

ました。優しく経験豊かな先輩方、仲間の皆さ

ボランティア・クラブ活動に勤しんできました

んに教えを請い、自分も楽しみながら任期を務

が、気が付くと 3 年間はアッという間に過ぎ

めたいと思っています。歳だけ重ねた未熟者で

去っていました。総務という慣れない仕事です

すが、よろしくお願いします。

が精一杯頑張りますのでよろしくお願いしま
す。

辻本

山名

憲二（事業担当 国際 25 期）

コロナ禍の真っ只中でのカ

憲和（財務担当 美工 25 期）

レッジ最終年でしたが、卒業後

在学中に情報誌および施設利

のことまでは特に考えていな

用委員会の活動を通じ、多くの

かった時にお声がけいただき、

卒業生がボランティア活動を継

お世話になることとなりまし

続されているのを承知しており

た。区会や部会、本部の活動を知れば知るほ

ましたので、私も何かお手伝い

ど、会員の皆様の行動力に驚くばかりの日々で

できる場があればと思って、グループわ 活動に

す。この活動をより多くの人々に伝え、より多

参画させていただきました。これから皆さまと

くの人々に参画していただけるよう頑張ってま

一緒に楽しく活動の輪を広げ、地域社会のお役

いりますのでよろしくご指導のほどお願いいた

立ちに努めてまいります。

します。
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