平成 23 年 10 月 17 日 発行（通 151 号）
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
略称：（社）神奈川健生

【７７期生自己紹介・ＰＲ特集号】
今月の話題
～お正月の“結”意～
横浜中央地区ﾈｯﾄ
大熊謙治
「ねぇ～、家族みんなで今年の目標を漢字一字で決めてみない？！あたしはもう決
まってる。
『煌（きらめき）
』
。今年 1 年、仕事でも生活でも「煌めいて」いたいと思うの。あなたは、
どんな漢字にする？！」
。
今年、お正月 4 日、妻が突然そんな事を言い出した。それはなかなかいい考えだと思った。そして、ふ
と私の頭に浮かんだ漢字があった。
「結」だ。
「むすぶ」あるいは「ゆい」と読む。今年 1 年、人と人、
組織と組織を結び付けるようなことをやってみたいと思った。
そう決めると、現実がその方向に進んで行くから不思議だ。実は、昨年末頃から高校 3 年当時のクラ
ス会を開きたいと考えていた。早速、その準備に取り掛かった。高校時代の古い名簿を頼りに、電話、
メール、
はがきなどを駆使して人伝にクラスメイトの消息を調べ、
49 名中 25 名の連絡先を突き止めた。
クラス会開催日の日程調整、会場予約、案内状作成・発送・出欠確認等一通りの事をほとんど私一人で
行った。
5 月 14 日（土）
、当時クラス担任だった H 先生（現在 84 歳）をお迎えして念願の 30 数年振りのクラ
ス会開催に漕ぎ付けた。今回集まったのは H 先生を含め 17 名であったが、終了後、お礼のメールが何
通か届いた時には嬉しかった。本当にやり甲斐を感じた瞬間だった。
1 月下旬から 3 月末まで、経済産業省所管の某財団の客員研究員として、
「産学官金連携調査」を手
伝うことになった。これは、国や自治体の補助金等を活用し、地域金融機関（地方銀行、信用金庫等）
が仲介する大学と地域中小企業との産学連携の可能性を探り、その問題点・課題を明らかにする調査だ。
言うなれば、組織と組織の「縁結び」の可能性を探るものだ。
この 4 月からは、
（財）健康・生きがい開発財団職員として働くことになった。また、神奈川健生
総会で新理事に就任し、ホームページ制作、年誌「とまり木」編集担当などの役割を仰せつかった。
1 月からは、既に神奈川健生音楽団広報担当としてブログ発信の手伝いをしており、6 月初旬からは
神奈川健生のいくつかのサークル活動のブログ立ち上げにも関わっている。この原稿
が月報に載る頃には、リニューアルされた神奈川健生 HP が公開される。私が新 HP
で目指しているのは、9 つの地区活動を放射状の糸とし、事業活動・サークル活動を
同心円の糸とする「蜘蛛の巣様のネットワーク（Web）」を構築することだ。
（財）健康・生きがい開発財団の仕事も神奈川健生の仕事も、「人と人、組織と組
織を結び付ける」一翼を担う仕事だ。お正月に決めた漢字「結」に込めた思いが尐し
ずつ具現化されていくのを実感する。
妻も週３日、デイサービスセンターに通い、ホームヘルパーとしてお年寄りの入浴介助、ゲームやお
しゃべりの相手をして利用者の人気を博しているようだ。プライベートでは、５人組のイケメン・ボー
カルグル―プの追っかけをして充実した日々を送っている。妻は、今まさに「煌めいて」いる。
「思いは必ず実現する」
。それが今の私の実感だ。ということで、お話もこの辺で「結び」としたい。

とまり木サロンでお会いしましょう
先月号で日程をお知らせしましたが別添ご案内のとおり詳細が決まりました。
１年に一度の愉しい集いに是非ご参加ください。
【日時】 平成２３年１１月２７日（日）１６：４５～１９：００
【場所】 ホテル「プラム」 横浜市西区北幸２－９－１
【会費】 ５，０００円
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理事会からのお知らせ
平成２3 年度

第 7 回（２3 年 10 月）定例理事会議事録

日時・場所：平成 23 年 10 月 11 日（火）18：10～20：10 県民ｾﾝﾀ―708 号室
出席者：井口、梶田、深谷、杉山、大熊、小泉、隅田、清水、高橋、
竹内、奈良部、二瓶、伴、三浦、内海、山崎、亘、田原、（敬称略）
欠

席 者： 吉田修一郎、大橋、長崎、吉田隆幸

司

会： 梶田副会長

井口会長挨拶：1、今秋（10 月～11 月）次の様な沢山の行事があるのでＡＤとして積極的に参加してほしい。
（1）11 月 27 日神奈川健生とまり木サロン。市民後見人養成講座。
（2）その他：第 19 回ＡＤ全国大会（11/22）、第二回健康生きがい学会（11/23）など
* 内閣府、高連協、横浜市主催「シニアの社会活動と地域社会づくり」が
パシフィコ横浜で開催されるので参加を奨めたい。
2、東日本大震災ボランティア募集の件は最小人数に達せず、中止となりました。
3、かながわコミニケーションカレッジの「仲間づくり、生きがい創造実践講座」で神
奈川健生の紹介の機会を得た。受講生に興味を持っていただきサークル等への体験参
加者もある。口こみの効果は大きいので機会をとらえてＰＲしてほしい。

議

事

概

要

1、会計の仕組み改善について（添付 1）
杉山会計主担当より添付資料に基づき予算管理、会費管理等の説明があった。
2、とまり木サロン：三浦主担当より進行予定等の説明があった。
（添付 4）
・ 70 人以上の参加を目指しています。各地区ﾈｯﾄで参加者をまとめ、連絡をいただけませんか。
・

一枚ものの案内チラシの文言について一部修正し再作成することになった。

・

受付開始時間 16 時 00 分、開催時間 16 時 45 分で決まった。

3、新ＨＰの進捗状況の件：大熊主担当理事よりＨＰの構成、今後の内容の肉付等説明があった。
・

月報をＨＰに載せるかどうか意見が出て、賛成多数で載せることに決まった。

連

絡・

報

告

事

項

１．健生クラブ（添付資料 3）
：内海主担当理事
添付資料の通りです。
2、地区ネット活動（添付資料 4）
：奈良部主担当理事
・ 各地区の現ＡＤの一覧表を 11 月 10 日までに作成お願いしている。
3．新規活動・事業委員会（添付資料 5）
：井口会長
・市民後見人養成講座に 26 名の参加申し込みがあった。
・若年会員検討部会を 10 月 9 日に開催したが．8 名の方が出席され、大変有意義な話が聞けた。
・

その他、神奈川健生 20 周年記念事業を 1015 年に開催することが賛成多数で決定した。

4．講師活動：梶田主担当理事
・来年度のＡＤ養成講座は４月から開催し、６日間の講座を企画しています。
5、かながわの旧街道を歩く会（添付資料６）
：井口会長
・ 9 月 24 日第 3 回目（町田～瀬谷）は 56 名の参加で行われました。
6、ノルディックウオーキング：隅田主担当理事
・ 10/9「小机城址と日産スタジアムを歩く一般加者は 57 名総勢 67 名で開催しました。
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・ 今、ＡＤの中でＮＷのインスとラクターの資格を持っている方を調査しています。
7、研修事業：山崎主担当理事より、団体からの連絡を待っているとの報告。
8、サークル活動：深谷事務局長より、特になしとの報告。
9、女性交流会：三浦主担当理事より、12 月 9 日に第２回目の女性交流会を開催するとの報告。
9、財団情報（添付 7）
：大熊主担当理事より、添付資料を基に説明が行われた。
10．事務局報告：深谷事務局長（添付資料 8）
・ 新入会のＡＤ14 名の方から月報掲載用のＰＲ文が届きました。
（竹内理事）
以上
（文責：深谷、記録：伴）

第 6 回定例理事会は 11 月 14 日（月）１８時１０分～

７０5 号室

７７期生自己紹介・ＰＲ
よろしくお願い致します
結婚して以来３人の子育てに追われ、何の特技
もなく２５年間専業主婦をやってきました。
子どもたちの手が徐々に離れ、自分の時間の使い
方を考えた時、好きなことができて健康でいられ
たらいいなと思い、昔やっていた運動と仲間づく
りでみなさんを元気にできる手助けができたら
嬉しいと考えています。現在も細々とサークル活
動の場を提供しています。
石井優子 （県央地区ネット）

昨年夏に友人の紹介で「相鉄沿線ネット」に入れ
ていただきました。このネットで「健康・生きが
いづくりアドバイザー」という資格があるのを知
りました。昨年９月に神奈川健生音楽団に入団し
ました。担当楽器はマンドリンです。今では「歌
声サロン」
「慰問演奏」などに参加し演奏活動を楽
しんでおります。
これからも神奈川健生の活動を通じ楽しい仲間
を増やせればと思っております。
宜しくお願い致します。
石黒 勝 （相鉄沿線地区ネット）
『人生残りの消化時間を心身共に健康で過ごして
いきたいです。
健康は、幸せに生きるための道具です。
さらに、お財布の健康も伴えば、尚良しの事。
ちょっと世のため、人のため、に動き、
自分が一杯楽しく過ごせれば、しめたもの。
』
これから、じっくり目標をさだめます。
近藤 るみ子 （川崎地区ネット）
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+ 自己ＰＲと言うには気恥ずかしい事柄ではあ
りますが、現在取組んでいる活動に関して紹介さ
せて頂きます。
Ａ）写真撮影
素人集団ではありますが、元勤務先会社仲間と
同好会を結成し交流を深めています。
Ｂ）家庭菜園
横浜市都筑区協賛「都筑・シニア楽農園」の参
加、会員の皆さんと共同農作業に従事．又自宅の
極めて僅かの庭を畑にして家庭菜園を楽しんで
おります。
Ｃ）ウォーキング
・都筑ノルディックウオーキング・クラブに参加
・「健街道」鎌倉街道を歩く会に参加
Ｄ）その他
・加賀原地区・ふれあいパソコンコーナー相談員
なお、上記活動の中で写真撮影に関連してパソコ
ンを活用した活動記録作成・保存・広報の役割を
担わせて頂いております。
小杉 正雄 （横浜北地区ネット）
都市銀行員 ３０年
不動産業界 ４年
何もＰＲはありませんが、上記職歴に関するこ
となら一通りは行えます。
伊藤寿康 （川崎地区ネット）
・現役時代、国内・海外での仕事と生活し、多く
の経験があります。
・人と接するのが好きであり、話を聞いて相談に
乗ることができます。声をかけていただければ、
お役に立てるかもしれません。
木戸良朗 （川崎地区ネット）

現在、職員の福利・厚生関係、主にライフプラン
や生活相談に関わる業務に携わっています。まだ、
４年との浅い経験ですが、定年を目の前にこの職務
に就いたことは、人生において非常に有意義な経験
となっており、今回の健康生きがいづくりアドバイ
ザーの資格取得に至る経緯にもなりました。
今後は、組織の後輩にいきがいやライフプランの
重要・必要性を認識させたいし、また、退職後は地
域で第二の人生を送っている方々と伴に地域に貢
献でき、互いに生きがいを感ずることができる運動
を行っていきたいと考えております。
まだ現職である関係から、退職になってから皆様
と活動ができることを楽しみにしております。
楠 忠義 （湘南地区ネット）
●私は大手生命保険会社を定年退職後、ファイナン
シャルプランナーとして活動をしています（日本Ｆ
Ｐ協会神奈川支部副支部長、神奈川県ＦＰ協同組合
監事）
●「豊かなくらしプロデューサー」としてお役立ち
が出来るよう、分かり易く、丁寧に、相談や講演を
行っています。
●簿記知識を生かして、経理事務のお手伝いが出来
ます。
●趣味はクラシックやオペラ等の音楽鑑賞や映画
鑑賞で、楽しみは下町散歩、古書店巡り，美味しい
もの食べ歩きです。
佐伯 好也 （県央地区ネット）
一人の男性とお話しするようになり、講座・ノル
ディックに。愉しいお友達が出来て、嬉々として参
加する度に「どうしてこれ程元気で親切で一生懸命
出来るのか」。不思議なオレンジ軍団の魅力にひきつ
けられ、私にもできる出来ることあるかも・・・。
と思えて。
“これから”
“これから”です。
那須喜久恵 （横浜北地区ネット）
ＮＷがきっかけで本資格を認定されました。“何
でもできる”とは思っていません。
まず横浜北ネットの下司さんのアドバイスを聞
き方向を決めたい。ＮＷを深めていく事を大切に思
っている。
伏木 一夫 （横浜北地区ネット）
小原
田中
平田
藤田

現在の私には２４時間自分のために費やせる
日々があります。今回の大震災直後に当講座に
巡り合い神奈川健生に何か運命的なものを感じ
ています。
“人間としてさらに成長するためにも新たな
挑戦と刺激がほしい”そんな強い思いがタイム
リーに後押ししてくれました。
日常の中でモットーにしていることは生きる
事はたべること食べることは生きる事です。食
育ありて知育徳育体育につながるという事です
。学歴よりも食歴が大切。何をどう食べてきた
かでその人の一生（運命）は決まりそうです。
そんな思いが体の軸になっています。
内海朗子 （湘南地区ネット）

◎朗読を始めて１０年。怖い話、愉しい話、考え
させられる話、年齢問わず聞いていただける場を
大切にしています。
◎香り療法、アロマテラピーで、心の安らぎや元
気付け、筋肉や関節に働きかけるマッサージオイ
ル等作りや、東洋医学ツボ療法などの健康に関す
る話。
辰巳 千和子 （横浜北地区ネット）

昨年春退職してはや１年半がたち、社会とのか
かわりを深めたいと思い、アドバイザーを志望し
ました。趣味はいろいろ手を広げていますが、森
林インストラクターの資格以外にはこれといっ
て自慢できるものはありません。
皆様のご指導を仰ぎながら一歩一歩地域社会
とのつながりを深めていこうと思っております。
玉置 英樹 （県央地区ネット）

コンピュータのソフトウエア開発ひとすじに
４３年間仕事してきました。
趣味は太極拳・スポーツ吹き矢・登山・バイク
ツーリングなど多数あり、自分のいきがい作りは
順調。
今後は地域やまわりの人たちにお役立ちがで
きるよう努力していきたいです。
前嶋 昭夫 （横浜戸塚地区ネット）

徹（県央地区ネット） 籠本 福代（川崎地区ネット） 佐藤 雅信（川崎地区ネット）
さゆり（横浜北地区ネト） 林 章彦（横浜中央地区ネット）平川 和子（横浜北地区ネット）
崇（三浦地区ネット） 廣瀬 幸四郎（県央地区ネット）福田 美智子（三浦地区ネット）
郁子（横浜北地区ネット）
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事業活動のおしらせ

１）平成２３年９月度 ＜かながわ健生クラブからのお知らせ＞

H23.9.30 内海

孝夫

≪健生クラブ主要トピックス≫
＊特になし
【１1 月度・活動のご案内】
詳細は健生クラブのホームページ http://kanagawa-kensei-club.jimdo.com からご覧下さい
開催日

１１月１０日(木)

１１月１５日（火）

１１月２５日(金)

花王川崎工場見学と
瀋秀園、川崎大師

旧伊藤博文邸と日産
自動車追浜工場を訪
ねる

晩秋の鎌倉の古刹
を巡る

ＪＲ川崎駅改札口
時計台下
９時４５分

京浜急行金沢八景駅
東口改札前
１０時

ＪＲ横須賀線
鎌倉駅東口
９時５０分

川崎

横浜南

三浦

江戸百景サークル

樋口 洋
0467-44-3977

江間 誠司
045-312-0292

テーマ

集合場合
集合時間

担当地区
連絡先

全 桂順
044-865-4020

村田 幸造
045-754-5652

１１月３０日(水)
『 悲しい伝説の地、
手児奈霊神堂など市
川の史跡と自然を訪
ねる 』
鎌倉
ＪＲ総武線
市川駅(快速停車)
中央改札前
１０時

＊参加希望される方は上記の連絡先担当者に１０日前までにお電話下さい

２）講師自己啓発研修会のご案内
１、話し方研修（ロールプレイング）
①11 月 13 日（日）１３～１７時、県民センター３０２号室
③11 月 27 日（日）１３～１７時、県民センター７０５号室 のいずれかで
いずれも定員は、７名（先着順）
申込、問合せ先：梶田洋治
（TEL：０４６－２５４―９８３１、 kajita4301118y@yahoo.co,jp ）

３）
「健街道」の報告とご案内
【鎌倉街道上道ウォーク】第三回目の報告
９月２４日（土）秋晴れの下、総勢５６名が参加して JR 町田駅を出発致しました。
今回の説明案内人の三浦里美さんを先頭にして２班に分かれて,町田天満宮・金森杉山
神社・熊野神社・鶴間観音寺・若宮八幡宮・妙光寺・善昌寺・瀬谷神明社・徳善寺と其々
名解説に促されながら、約１１ｋｍを事故もなく無事瀬谷駅に到着・終了致しました。
【鎌倉街道上道ウォーク】第四回目のご案内 瀬谷～下飯田
実施期日
１０月２２日（土）
参加受付窓口 富岡秀二
集合場所
相鉄線 瀬谷駅構内広場 e-mail：kenkaidou_tomioka@yahoo.co.jp
集合時間
９時３０分
【健街道ブログ】http://qkaidou.exblog.jp/
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地区ネットからのお知らせ
2011 年 10 月 11 日
主担当理事 奈良部 勉

2011 年 9 月度の地区ネット活動におけるトピックス等お知らせします。
川 定 例 会
9 月 21 日（水）
台風のため中止
崎 次回定例会
10 月 19 日（水） 18：30 から 20:30 武蔵中原エポック中原ボランティア室
相 定 例 会
９月２４日（土）17:00～１９:00
鶴ケ峰 みなくる
参加者７名
鉄 １．健生クラブの２４年度新企画及び今年度の２月に実施する等ネット企画の下見についての検討
沿 等。
線 ２．台風で２回中止になった相鉄沿線ＮＷ同好会の今後の取り組みについて検討をおこなった。
次回定例会 １０月２２日（土） 17：00～１９：００
鶴ケ峰 みなくる
定 例 会 9 月 21 日（水） 18:00～20:00
山内地区センター
参加者
７名
横 １、台風の通過を想定し開催しましたが、交通機関がマヒしてしまい、小人数になりました。
浜 ２、相互研鑽で深谷 武彦さんが「災害発生時のトイレ事情」についてお話があり、阪神大震災、
北 東日本大震災で避けて通れない問題に活発な意見交換がありました。
次回定例会 10 月２６日（水） 18：00 から
山内地区センター
定 例 会 9 月 28 日（水） 18:00～19:50
港南台地区センター
参加者６名
横 理事会報告（とまり木サロン、成年後見制度講座、アドバイザ全国大会などイベント案内中心）と
浜 健生クラブ関連協議のあと、ビジョン検討部会で検討を始めた、健生が事務所を持つ件について、
南 事務所費用捻出のためのビジネスのあり方についてフリー討議した。事務所を持つのは難しいが放
置できない課題であるとする点では意見の一致を見た。
次回定例会 10 月 26 日（水） 18：00 から 港南台地区センター
横 定例会
９月２８日(水)18:00～上海広場
参加者 9 名
浜 Ⅰ理事会報告： 議事録報告、井口会長挨拶、とまり木サロンについて
戸
Ⅱ健生クラブ ：・報告
塚
Ⅲ柏尾サロン ：・理事会で預かったお金の受け渡し
・１０月理事会は清水さんが代理で参加
次回定例会 １０月２６日(水) 18:00～戸塚地区センターＣ会議室
定 例 会 9 月 15 日（木）12:30～14:00 ひさご寿司（横須賀）
参加者 10 名
三 午前中残暑厳しき中にも爽やかな涼風のもとパークゴルフを楽しみ、終了後昼食を兼ね定例会を開
浦 催。まず、77 期平田さんの入会と自己紹介にはじまり、健生クラブ新企画先の下見打合せ等をお
こなった。
次回定例会
10 月 13 日（木） 18：00 から
鎌倉福祉センター
定 例 会 ９月２０日（火） 18:00～20:00
参加者１３ 名
湘 １、湘南地区ネット平成２４年度の役員（理事、会計、健生クラブ運営委員）候補の選出･承認
南 ２．１１月度予定の調理実習（地区ネット男の料理）の料理を決める 親子丼を１人完結型でﾄﾗｲ。
３．相互研鑽発表
山本さん「日本の産業政策と雇用問題を探りキャリア教育を考える」
若年者の活力と元気を取り戻すキャリア教育の必要性と取り組み課題の提言
次回定例会 １０月１８日（火） 18：00 から
茅ヶ崎市民ギャラリー５階創作室Ｂ
定 例 会 ９月２０日（火） １８：００より 相模大野南公民館
参加者１３名
県 １．７７期の神奈川健生入会者２４名内県央地区ネット所属５名（参加者紹介）
央 ２．健生クラブ１２月金曜会“松田のみかん狩り”企画確認
３．勉強会“自然療法について”
（津守講師）
次回定例会 １０月１８日（火）18:00- 厚木ヤング コミュニティー センター
横 定 例 会 9 月 22 日（木）17:00～18:50 かながわ県民センター 602 号室 参加者９名
浜 １．
研修会：講演「神奈川健生 ML 及び IT インフラ」（講師：湘南地区ネット浅川克彦氏）
中 ２．
かながわ健生クラブ金曜会（10 月 7 日実施）の事前確認
央 ３．浅川氏を交え懇親会（於：ZA・KO・BA）
次回定例会 10 月 13 日（木）17：00～18：50
かながわ県民センター 602 号室
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サークル活動のお知らせ
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。

Ｂ）健生ハイキングの会

Ａ）なんでもみんなで勉強会

世話役 井上 精司（tel&fax 0462-59-3100）

世話役: 七海耕一、前田ちひろ、小杉真希子,
都築

潔

TEL 046-873-1518

□ 11 月 9 日（水）18:00～20:00

604 号室

□10 月 26 日

シダンゴ山

□11 月 12 日

三ツ峠

講師：茂木 一晃氏
場所：かながわ県民センター６０４号室
Ｃ）美食倶楽部
世話人代表 井上亜土実

Ｄ）健生ＡＤＬ体操の会

事務局：阿部匡宏（電話・fax）045-592-0243

世話役：上田隆一郎(電話･fax)045-852-5192

□ 次回予定：11 月 24 日(木)

メール：takaueda@carrot.ocn.ne.jp
□ 11 月 8 日 13.00～16.00 705 号室

銀座薬膳料理「しんふう」

Ｆ）神奈川健生音楽団

Ｅ）「布絵を楽しむ会」世話役 清水昭子

世話役 斉藤克己

（電話・ＦＡＸ）０４５－７１２－２１３８

Tel & Fax：045-821-4730

□11 月 17 日（木）歌声サロン・伊勢佐木

◆毎月第 3 水曜日 13:00～17:00

15:00～16:30

□11 月 16 日（水）県民センター703 号室

CROSS STREET

◆ブログで活動の様子がブログで紹介されています。
http://kksmusika.exblog.jp/

Ｇ）コントラクトブリッジを楽しむ会
世話役：寺内 顕正 Tel・fax：045-714-3120
□次回予定 11 月 5 日（土）
、19 日（土）
県民センター 708 号室、702 号室

Ｈ ）「 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 11 月 2 日(水)18 時 県民ｾﾝﾀｰ 401 号室

Ｉ）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 第２９回健生グリーンゴルフ会ご案内
日時：2011 年 10 月 27 日(木)08:34～08:56 アウト・イン各４組 合計８組
場所：鎌倉パブリックゴルフ場 〒247-0052 鎌倉市今泉５－１００３
申し込み＆問合わせは smatsushima03@ybb.ne.jp 宛にお願い致します。
（先着３２名まで）

Ｊ）「カラオケを楽しむ会」世話役：田原睦夫 TEL 045-382-7680mtawara@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。
◆定例会は原則毎月（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。
11 月は 4 日と 21 日です
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平成２３年９月度 新規活動・事業委員会議事概要
日時・場所：平成 23 年９月２０日（火）18:05～19:50 県民センター705 号室
１、社会貢献活動部会
（１）成年後見人養成講座開催の報告
第１回目１０月２２日～２３日、第二回目１１月１９日～２０日、各２日間
詳細は「市民後見人養成講座開催のご案内」による。
（２）応用編の実施については、
（１）項の講座状況を見て判断する。
２、超高齢未来検討部会
８月、９月に計４回の部会を開催した。概要は以下。
（１）街づくり、住まい；新しい住まい方を考える。マンション建替えの問題点等
（２）地域コミュニティ；行政と地域との協働の取り組み
（３）社会参加、仲間づくり；太極拳を生かした地域活動、だがしや楽校、ネットカフェ
かがはらの活動等
（４）法律・年金問題；気兼ねなくたよれる法律、世代格差、社会保障の課題等
３、若年会員検討部会
（１）10 月 9 日 14:00～ 県民センター７０２号で意見交換会を開催する。
（２）対象者：２５名中、参加者：６名。調整中：１名、未回答：１１名については
地区ネット経由参加を呼び掛けている。
（３）健生から井口会長他３～４名参加予定。
４、ビジョン検討部会
（１）２０周年記念事業について
①２０周年は２０１５年に開催で進める。
②記念事業内容・規模等について、今回は案を示すにとどめ先に委ねる。
（２）専用事務所設置について
・事務所形態および規模・経費・収益事業等を更に検討する。
５、その他
・
「かながわ東日本ボランティアステーション」について。
岩手県震災被災地へのボランティア活動の参加募集を健生として行う。
＊詳細は別途文書にて連絡する。
以上
＊次回開催：１０月１７日（月） １８：００～
７０５号

事務局だより

★★お知らせ★★

１．会員動向
(１) 入会者
１名（再入会）
（２） ＭＬ、e 配信加入 ２名
（３） 会員数
総数； ２２６名 （内女性５９名） (先月比：１名増）
会員数
ＭＬ加入者 e 配信加入者 ヤマト便対象者
(内訳)
人 数
２２６
１５４
１６４
６２
（％）
(100)
(68.1)
(72.6)
(27.4)
()

★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
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