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今 月 の 話 題

「春夏秋冬」～１２０歳を生きる～（その２）
湘南ネット 内海孝夫
昨春に念願が叶って、生まれ育った“港区の芝“にあった別宅を現在住
んでいる茅ヶ崎へ引っ越した。別宅と言ってもあちらにいったらお世話に
なる予定の小さな別荘だ。引っ越し先が子供達の家族共々現在の住まいに
近く、何かと好都合だということからである。前方に丹沢の山々と富士山
が一望出来、公園墓地ということもあり、お寺さんと違って二親等以内と
かいう難しい制限はない。主の了解があれば誰でも一緒に住める。なんだ
かすっかり気楽になった！
今春になって、自分の住む部屋も決めておかねばと、趣味の陶芸を生かし
て“骨壺”を造り始めてほぼ完成した。瑠璃色に仕上げるつもりだ。
“骨瓶
“の骨はやがて溶けて水になってしまう儚いものなのだと、酔うと何時も
涙ぐむ悪友がいた。この機会に調べてみたら、その原因は壺の内気温と外気
温の温度差によって結露が生じて水が溜まるものなのだということが解った。それ以来安心したのか泣
き酒と能書がなくなった。
嫁いだ娘の子供が小学生の頃であったろうか、我が家に近い茅ヶ崎海水浴場で、その孫と二人で蒼い
夏の空を仰いで日光浴をしていたら、突然“じーじ、ご免で済んだら警察いらないってどういうこ
と・・・？”と訊かれたことを思い出す。自分の親父から“人を殺して済みませんと頭を下げても、人
の命はもうもどらないのだぞ！”と何かにつけて叱られたものだった。そんな懐かしい体験をもとに自
分の子供達にも怒鳴っていたのが孫に伝わったのだろう。今流行りの“絆”という言葉をこんな事象に
も当てはめていいのだろうか。
秋の文化祭シーズンになると、高校時代の物理や化学の授業時間に、先生の出欠の点呼に“ハイ”と
潔く返事をしては、教室の後ろの窓から飛び降りて音楽室にしけこみ、音楽談義に明けくれていたもの
だった。ある時、琴と三味線のどちらの音を好むか・・・という議論になった時、小生は即座に三味線
と答えた。琴の音色も素晴らしいが、三味線の音と音の“間”がなんともいえないと、最もらしい正論
めいたことを吐いた様な気がする。最近漸く“間”の深さが解るようになってきた・・・やはりフォー
レのレクイエム（鎮魂ミサ曲）は忘れられない。今年で１００歳になられた彼の有名な日野原重明先生
は自分の臨終の時にはフォーレのレクイエムを聴かせてほしいと書している。
小生も全く同感である。
狭苦しい陶芸室の片隅で毛布に包まれて寒い冬を越した我が家の“カニさん”達が今年も庭で日向ぼ
っこをしている。どこか具合の悪いところはないのか、お腹は空いていないかと問うても、いつもにっ
こりと、だまって文句も言わずに笑っているだけだ。やがて来る落葉の時を健康に留意して主と一緒に
元気で乗り越えてもらいと願うばかりである。
以上

神奈川旧街道

歴史・旧蹟を探訪してみませんか

平成 23 年は、
「観歩会」から「健街道」と名称を変更して

『鎌倉街道 上道』

を探訪します。

「大国魂神社」(府中)をスタートし「鶴岡八幡宮」(鎌倉)まで、距離にして６０キロを６回に分けてチ
ャレンジする健脚向きウォーキングです。
集合場所は前回の解散地点となります。 誰でも、どの区間でも参加自由です。

１

理事会からのお知らせ
平成２3 年度第 3 回理事会が６月 13 日午後６時半より、神奈川県民センターで開催されました。主な内
容は下記のとおりです。
（紙面の都合で一部は５ページに掲載しました。）
井口会長挨拶： 先日、５地区（県央、川崎、横浜中央と戸塚の合同、横浜北）の地区ﾈｯﾄ定例会に挨拶
をかねて参加させて頂きました。とても有意義でした。今月は三浦、湘南、相鉄の各地区ﾈｯﾄ定例会に
挨拶に伺おうと思っています。
・皆さんからお預かりした東日本大震災の義捐金を６月１日、神奈川共同募金会に持っていきました。

議

事

概

要

1、 会計の仕組み改善
理事への支払いを郵貯銀行の口座振込みにすることで手間を減らし、間違いを無くすよう改善する。
理事は郵貯銀行に口座を設け、７月より順次実施する。
２．理事推薦について
前回保留となった点について、かながわ健生クラブ代表の理事に関してはかながわ健生クラブの推
薦を得た者、自身で立候補する場合は会員１０名以上の推薦を得た者。とする。
なお、立候補は「総会２ヶ月前までの定例理事会に届け出ること」を補足する。
３．個人情報取り扱いについて
神奈川健生の個人情報の管理と運用の取り扱いを規定した。会員の正当な理由に基づき個人情報を会
員に送付した場合、その送付先を管理することを明記することにより承認された。
４．義捐金の神奈川共同募金会への持参報告
東日本大震災の義援金が８４名の方から総額５２９千円となり、６月１日に神奈川共同募金会へ持参
した。協力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。

地区ネットからのお知らせ
2011 年 6 月 13 日
主担当理事 奈良部 勉
2011 年 5 月度の地区ネット活動の概要をお知らせします
地区・担当
川
崎
責任者
高橋理事

相鉄沿線
責任者
長崎理事

横浜 北
責任者
二瓶理事

５月度の活動状況・次月予定・その他
定 例 会 5 月 18 日（水）武蔵中原エポック中原(ボランティアル-ム)参加者 19 名
I・理事会報告:① 理事役割分担②新規事業活動③地区ネット活動④ホ－ムぺ－ジの整理
II・ 健生クラブ：①5/19 活動の下見打ち合わせ(花王)②5/29「ノルディックウォ－キ
ング小机城と日産スタジアムを歩く」参加者勧誘
III・ その他①井口会長のご挨拶②新入会員紹介③当地区ネットの「ノルディックウ
ォ－キング」 ゛6/12 新百合ヶ丘を歩く゛実施
IV・勉強会
総合医療について
谷口会員
次回定例会 23 年 6 月 15 日（水）18:30～20:30 武蔵中原エポック中原
定 例 会 ５月２１日（土）17:00～１９:00 鶴ケ峰みなくる
参加者７名
Ⅰ．理事会報告：会計の仕組み改善・理事推薦について等。
Ⅱ．健生クラブ報告：新規会員拡大について、ＡＤから知り合いへの入会勧誘につい
て等。
Ⅲ．ノルデックウォーキング：当ネットでＮＷの指導者講習会を３名が受けたことで、
同好会の立ち上げについて、県央の渡邉さんからレクチャーを受けた。
今後の取り組みについて、引き続き検討していくことになった。
次回定例会23 年６月２５日（土）17:00～１９:00
鶴ケ峰ココロット「みなくる」
定 例 会 5 月 25 日（水）18:00～
山内地区センター
参加者 25 名
Ⅰ．報告事項：1．理事会報告 ①23 年度理事業務分担変更②新規活動事業計画③講師
活動④神奈川の旧街道を歩く会⑤NW 報告⑤募金の中間報告⑥何でも勉強会。
２,健生クラブ：6 月計画、6 月 10 日の金曜会は北ネット担当のため協力依頼。
３､北ネット関連：①青葉区との協働事業生きがい講座 6 月 19 日第 1 回開始、全 6 回
②同 ＮＷ 5 月 8 日開始。3 回講座。秋にも実施
Ⅱ．相互研鑽：平野哲生さんが「古希の知得情報」と題し年金は増やす方法。（65 歳
２

横浜 南
責任者
竹内理事

横浜 戸塚
責任者
小林理事

過ぎではだめですが）
。また、白内障治療の体験から名医の紹介あり大変有意義で
した。
次回定例会 平成 23 年 6 月 22 日（水）18:00～ 山内地区センター
定 例 会 H23 年 5 月 17 日(火)18：00～19：30 港南台地区センター参加者 7 名
理事会報告：H23 年度第一回および第二回の概要。新体制、注力事業、会計処理
方式見直し、ＨＰ改造、等
健生クラブ：運営委員会報告、今年度担当分(7/8 金曜会,11/15 火曜会,12/1 木曜会)
の担当者決定
討議：地区ネット加入者の洗い直しと加入勧誘策、ノルディックウォーキング
取り組みの検討。７月以降の定例会開催予定日の調整
次回定例会 ６月２1 日(火) 18：00～ 港南台地区センター
定 例 会 5 月 25 日（水）15:00～19:00 男女共同参画センター
参加者 8 名
今回の定例会は、横浜中央地区ネットとの交流会という形を取った。
戸塚 8 名、横浜中央 8 名、特別参加井口会長 計 17 名
第一部 15：00~16：30 スポーツ吹矢競技（自己紹介、上田（隆）氏のオリエンテ
ーション、Ａ～Ｄ４チームに分かれて、練習と体験ゲーム実施）
第二部 17：00~19：00 中華料理「上海広場」にて懇親会（戸塚地区元会長斉藤氏
挨拶、表彰式、自己紹介、横浜中央木村和男氏閉会の挨拶／三本締め）
。

次回定例会
三
浦
責任者
奈良部理事

湘 南
責任者
亘 理事

県 央
責任者
隅田理事

横浜 中央
責任者
大熊理事

６月２２ 日(水)18:00～戸塚地区センター

Ｃ会議室

定 例 会 5 月 12 日（火） 18：00～20：00
鎌倉福祉センター
参加者 7 名
Ⅰ．理事会報告事項 ～ 健生協組織図・役割分担、HP 改造計画、会計処理方式ほか
Ⅱ．健生クラブ ～ 4 月 28 日秋谷海岸（木曜会）実施報告、5 月 27 日「横須賀三笠
公園と猿島散策」のスタッフ等確認ほか
Ⅲ．三浦ネット活動 ～ ①本部よりの地域活動支援費の件、②次回相互研鑽～講師
中村 悟さん ③次回定例会には健生協議会井口新会長が参加
次回定例会 6 月 16 日（木）18：00～20：00
鎌倉福祉センター
定例 会 ５月１７日（火）18:00 ～19:15
参加者１４名
①理事会報告
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作り変えに伴う要望事項の伺い 会計仕組み改善の案
内 未加入会員の掘り起し 77 期生の新規仲間 21 人の報告等。
②健生クラブ 会員 200 名目標の取り組み等
③各メンバーからの近況報告
＊午後ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞの体験を里山公園で予定が雤で中止 12 月に延期
次回定例会 6 月 21 日（火）18:00
茅ヶ崎市民ｷﾞｬﾗﾘｰ
定 例 会
５月１７日（火）１７：００ー 厚木ＹＣＣ
参加者１４名
Ⅰ井口新会長ご挨拶、成年後見制度への取り組み等
Ⅱ理事会報告：担当理事の一部変更、理事の推薦、自薦の取り扱い等
Ⅲ健生クラブ火曜会大山豆腐料理（５月）
、木曜会新緑の高尾山（６月）実施計画確認
Ⅳ勉強会：自然療法会の免許を取得した津守氏より自然療法についての概論説明
Ⅴ井口新会長を囲んで懇親会
ⅣⅣ
６月２１日（火）１８：００ー
大和市民活動支援センター
次回定例会
定 例 会 5 月 25 日（水）15:00～19:00 男女共同参画センター横浜
今回の定例会は、戸塚地区ネットとの交流会という形を取ったため従来の議事はなし。
【戸塚地区ネットとの交流会】
： 横浜中央 8 名戸塚 8 名特別参加井口会長 計 17 名
第三部 15：00~16：30 スポーツ吹矢競技（自己紹介、上田（隆）氏のオリエン
テーション、Ａ～Ｄ４チームに分かれて、練習と体験ゲーム実施）
第四部 17：00~19：00 中華料理「上海広場」にて懇親会（戸塚地区元会長斉藤
氏挨拶、表彰式、自己紹介、横浜中央木村和男氏閉会の挨拶／三本締め）
。
次回交流会は横浜中央が主催。今回交流会実施概要は横浜中央地区ネットブログ掲載
予定。
次 回 定 例 会 6 月 16 日（水）17：00～19：00 県民活動サポートセンター 702 号室

３

平成２３年５月度 ＜かながわ健生クラブからのお知らせ＞
H23.6.6 内海

≪健生クラブ主要トピックス≫
＊特になし
【５月度・活動の実績】
木曜会

火曜会

金曜会
５月２７日(金)

５月２４日（火）

開催日

５月１９日（木）

テーマ

大磯散策とオープン
ガーデン巡り

大山下社詣で名物豆
腐料理を楽しむ

横須賀三笠公園と猿
島散策

担当地区

湘南

県央

三浦

会員（他）参加
Ａ
Ｄ
スタッフ
参加合計

３３名（１名）
３名

２７名
２名

３７名
１名

６名
４２名

４名
３３名

６名
４４名

【７月度・活動のご案内】

孝夫

サークル活動
５月１１日（水）

雤天の為中止

詳細は健生クラブの下記ホームページ
http://kanagawa-kensei-club.jimdo.com からご覧下さい

以上

開催日

テーマ

（７月は木曜会の活動
計画はなし）

７月８日(金)

７月１２日（火）

技術発祥の歴史と未
来をつくる横浜ＭＭ
地区を訪ねる

横浜市電保存館とシ
ーサイドライン車両
基地見学

ＪＲ関内駅
南口改札口・石川町寄り）

集合場合
集合時間

担当地区

１０時００分

相鉄沿線

ＪＲ根岸駅
改札口前
１０時００分

横浜南

長崎 順一
村田 幸造
045-801-6436
045-754-5652
＊参加される方は上記の連絡先担当者に、１０日前までにお電話ください
連絡先

４

６月２９日（水）
「両国・蔵前散策、
水上バスクルーズ、
建設中の東京スカ
イツリーを仰ぐ」
ＪＲ総武線両国駅
（西口改札前）
鎌倉
９時４５分
（５月１１日中止
の再活動）

江戸百景サークル
江間 誠司
045-312-0292

理事会報告つづき

連絡・報告事項等のお知らせ

連絡・報告事項
１．健生ｸﾗﾌﾞ：小泉理事（内海委員長代理）
今月は会員が３名増えて１８６名となりました。
２．新規活動・事業委員会：大橋副会長
今年度第一回委員会を５月１６日に開催しました。
・ 社会貢献活動としては「成年後見制度」を重点的にやっていこうと思っています。
・ 新しい取り組みとして「超高齢未来検討部会」を立ち上げ検討会を行っていきたい。
・ 若年会員検討部会は７７期の AD７名の対象者に参加のよびかけを行う予定です。
・ ビジョン検討部会 20 周年を見据えたビジョンづくりを考えています。
３．講師活動：梶田担当理事
平静２３年度ＡＤ養成講座は受講生が多かったこともあって収支はプラスとなりました。
４．かながわの旧街道を歩く会：大橋副会長
６月開催の第一回は満員となり７月の第２回目を募集中。好評なので早めのお申し込みを。
５．ノルディックウオーキング：隅田担当理事
・ ５月２９日の７地区同好会合同企画 95 名参加予定のノルディックウオーキングが残念ながら雨の為中止となっ
た。今度の KNWC 定例会で代わりの新たな企画を検討する予定です。
６．女性交流会：三浦担当理事
・ 柔らかい感じのチラシを心がけました。材料費は 100 円か 200 円程度のものを考えています。
・ お孫さんの夏休みの宿題作りの手助けに利用して頂けたらと思い、第１回を８月末ごろに開催したいと思って
います。
・ しばらくは簡単なものから始めていきたいと思っています。
７．事務局報告：深谷事務局長
・ 横浜市市民活動支援センターが使えるようになりました。
・ 健生として登録しています。利用してください。
第４回定例理事会は７月１１日（月）１８時３０分～ 県民ｾﾝﾀｰ ７０５号室

主担当理事 深谷 武彦 電話 080-5439-5165
会員相互の勉強会、趣味の会としてサークル活動を実施しています。
各サークル活動の概要は以下の通りです。

サークル活動のお知らせ

Ａ）なんでもみんなで勉強会
世話役: 七海 耕一、前田ちひろ、小杉真希子
TEL 046-873-1518
□次回予定：7 月 13 日（水）１８：１５～
青木 羊耳 氏（横浜戸塚ネット アドバイザー）
から「８０歳、これからの人生４つの役割」と題
してお話しされます。果たしてなんでしょうか？

Ｂ）健生ハイキングの会
世話役 井上 精司（tei&fax 0462-59-3100）
（木村 和男、芝崎 誠、柴田 廣三、
伴 敏郎、山野 義幸，東 晋）
□次回予定:６月 228 日 「開成の里山めぐり」
８月 夏季 合宿「 田沢 湖高 原（ 秋田 ）」 8/19～ 22

Ｃ）健生グリーンゴルフ会

世話役 松島 誠一（電話）０４６７－２３－３９５０
布井邦昭 0467-58-7895、七海耕一 046-873-1518）
□次回予定 ２０１１年１０月に鎌倉パブリックゴルフ場で開催の予定です。
ご家族・お仲間をお誘い合わせの上、ご参加下さい。
申し込み＆問合わせは smatsushima03@ybb.ne.jp 宛にお願い致します。

Ｇ）美食倶楽部 世話人代表 井上 亜土美

Ｈ）健生ＡＤＬ体操の会

事務局 阿部 匡宏
（電話・ＦＡＸ）045-592-0243
メール：abe-masa@q00.itscom.net
□次回予定：お休みしていましたが、７月 14 日よ５
り再開します。開催場所：ｵﾝﾜｰﾄﾞ総合研究所

世話役 上田 隆一郎
(電話･FAX)045-852-5192
メール：takaueda@carrot.ocn.ne.jp
□ 次回予定 7 月 12 日 13 時 県民ｾﾝﾀｰ 604

Ｋ）
「句楽会」(誰でも楽しめる俳句)

世

話役 蛯子雷児
（電話・ＦＡＸ）045-784-5496
メール： rainoko566@seaple.icc.ne.jp
□次回予定 ７月６日 18 時 県民ｾﾝﾀｰ 302 号室

Ｉ ）コントラクトブリッジを楽しむ会
世話役 寺内 顯正
（電話・ＦＡＸ）045-714-3129
□次回予定 7 月 16 日 18 時 県民ｾﾝﾀｰ 709

Ｌ）「布絵を楽しむ会」世話役 清水 昭子
Tel & Fax：045-821-4730
◆毎月第 3 水曜日 13:00～17:00 県民センター
□次回予定 7 月 20 日（水）13：00～
記へ是非ご一報願います。
県民センター703 号室

Ｊ）神奈川健生音楽団

世話役 斉藤 克己
（電話・ＦＡＸ）０４５－７１２－２１３８

□次回予定 7 月 6 日（水）14 時開演
出前演奏 あすなろ(介護老人保健施設)
◆活動の様子がブログで紹介されています。
下記アドレスからお入り下さい。
http://kksmusika.exblog.jp/

Ｍ）
「女性交流会」世話役：三浦 紀子
Tel&Fax 045-953-2798
ﾒｰﾙ：no3matato@77.catv-yokohama.ne.jp
□次回予定 ８月下旬予定です

Ｎ）「カラオケを楽しむ会」世話役：田原睦夫 TEL 045-382-7680

mtawara@jupiter.ocn.ne.jp

◆「カラオケを楽しむ会」への会員募集をしております。
◆定例会は毎月（８月、１月は除く）第１金曜日、第３月曜日の１５：００～１７：００
◆東急ホテル並びの「ＢＥＳＴ ＨＩＴ」（ａｍ．ｐｍのビル）です。
◆費用はカラオケ２時間＋ソフトドリンク付き５００円、生ビール中ジョッキ付き６００円です。
◆参加される方は田原までメールかＴＥＬでご連絡ください。 気軽に遊びに来てください。
◆会員一同 大歓迎です。
７月は１日と１８日です

平成２３年５月度

新規活動・事業委員会議事録

日時・場所：
平成 23 年 5 月 16 日（月）18:05～20:00 時 県民センター705
出席者： 井口、大橋、梶田、深谷、杉山、東、伊藤、吉田(隆)、大埜
(欠席) 竹内、田原
以上出席９名、 敬称略
司会： 大橋副会長

議

事 内 容

今年度初回の委員会であり、最初にメンバー紹介と大橋副会長より会議の議題の説明があり、
今年度新期活動・事業委員会のテーマに沿っての説明と質疑を行った。
１．平成２３年度 新規活動事業委員会の検討テーマ及び主担当を下記の通りとする。
①社会貢献活動
（主担当：井口 実行責任：大埜）
②超高齢未来検討 （主担当：大熊 実行責任：吉田（隆））
③若年会員検討
（主担当：井口）
６

④ビジョン検討

（主担当：竹内）

２．社会貢献活動部会
①活動テーマは２２年度に引き続き成年後見制度を取り上げ、健生の制度への関わり方を検
討する。
②部会は 9 名で編成し、本日６名が出席し第１回目の会議を実施した。会議資料をもとに
会議の検討テーマやスケジュールをメンバーごとに検討し、それを持ちより６月会議の
検討資料とする。
③成年後見アンケートの結果では、51 名が市民後見人研修に参加したいと回答し、既に後
見人等で活動している方を含めると 55 名が制度に興味を持っている結果がでている。こ
の結果を踏まえて、具体策を講じることが求められている。
④健生として社協や専門職機関との連携が必要であり、また、家裁からの信頼を得るための
対策が必要となる。
⑤健生の豊富な人材を活用する意味からも制度への関わり方を検討する。ＡＤの得意分野を
活かすことが求められる。
⑥国や自治体の動きに注意し、また、アンケートの結果を考慮し勉強会を開催するなどして、
会員の育成を図る必要がある。
３．超高齢未来検討部会
①「超高齢未来 2030 年・勉強会」を平成 23 年度の活動テーマとする。東京大学高齢社会
総合研究機構が「２０３０年超高齢未来」を出版したことを受け、この機会に神奈川健生と
して超高齢社会に対する問題、課題にむけての新しい社会システムの開発を目指す。
勉強会を持つことにより新しい具体的な健康生きがい活動の方向性を探るとともに、新しい
活動の創造につながることを目指す。
②平成 23 年 6 月～11 月の期間に 12 回の勉強会を社会福祉会館を会場にして開催する。参
加人員は 15～20 名を想定し、健生として 2030 年をどう乗りきるかを詳しく説明し、上
級講座につながるものを作っていく。健康生きがいの要因である健康、社会参加、仲間づ
くり、ボランティア、地域、家庭等に関する内容になる。関心のある方は委員会に申し出て
欲しい。勉強会は、総合世話役：吉田（隆）事務局世話役：大熊 専門世話役：卯尾 財団
世話役：伊藤で推進する。
③現在の低経済成長の中でますます高齢者の負担が大きくなっている。「日本はやっていけ
るのか、このままでは行き詰ってしまうのではないか」との危惧があり不安を持っている
人が多い。健康生きがいづくりを一度見つめ直す必要があり部会で検討していく。
④健生のビジョンづくり（3 年）を行っているが、２０年先を見据えた長期ビジョンづくり
も必要である。
⑤当活動には財団も関心を持ち厚労省に補助金申請をしている。神奈川発信活動として全
国の活動に発展すればよい。ＡＤに限らず国民が一番関心を持っているテーマでもある。
⑥現行の健生メンバーの多数は 2030 年には終末期を迎える時期である。来年度にはパネル
ディスカッションを開催して欲しい。
⑦このテーマを地区ネットでも取り上げて、地区ネット活動への刺激になればよい。
４．若年会員検討部会
①昨年度は 55 歳未満の若年会員 13 名が参加した。今年度（77 期）は 7 名の対象者に参加
の声かけを行う予定である。8/28 の入会説明会後できるだけ早く交流会を開催する予定
である。
②若い会員の役割を明確にすることが、健生の活性化につながる。
５．ビジョン検討部会
①平成２３年度は 20 周年を見据えたビジョンつくりを行う。
②健生が事務所を持つことの必要性が言われている。ＡＤがこれだけ活動しているのに事務
所がないのは問題であり、健生の重要課題として取り組む必要がある。養成講座等の一般
７

の問い合わせにおいても、事務所がないことで不安を与えているケースがある。
③事務所を持つための経費の問題があるが、会費や行事の参加料等の見直しも検討すべきで
はないか。また、各種行事のスタッフが無償で頑張っている現状があることも考慮すべき
である。
以上

★★ お知らせ ★★
事務局だより

１． 会員動向
（１）住所変更

１名

（２）会員数
(内訳)
()

総数； ２０２名 （内女性５０名） (先月比：変わらず）
会員数
ＭＬ加入者 e 配信加入者 ヤマト便対象者
人 数
２０２
１４２
１４９
５３
（％）
(100)
(70,3)
(73.8)
(26.2)

２．登記完了
代表理事の辞任に伴う就任、幹事の死亡及び辞任に伴う就任に関する
登記を５月１８日に完了しました。
３．（今月の話題）執筆担当者
６月号
締め切り
７月号
締め切り

６月１日
７月１日

内海 孝夫
梶田 洋治

★ 事務局の連絡先★
一般社団法人 神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会
事務局： 深谷 武彦 気付
〒224-0024 横浜市都筑区東山田町 1413
電話：080-5439-5165

８

