平成 26 年 11 月 17 日 発行（通 188 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

今月の話題

海外での経験

リビアでの出来事
三浦地区ネット

平田

崇

リビアの首都トリポリに家族赴任して半年たち、上司の所長が健康休暇を取得してトリポリに帰
任後、ある日タイヤの取引の日本の本社からの出張者を交えて所長宅で食事後、出張者をホテルに
送り届ける際、交通規制を行っていた兵士（初めての経験）に車を止められ車検証並びに免許証の
提示をもとめられました。
理由としては、仕事もせず遊んでいるリビアの若者を取り締まるためのものに我々も引っかかっ
たのです。その後度々所長が秘密警察に呼び出しを受け出かける事が数多くなったある日、突然秘
密警察の方が当方の事務所を訪れてこれから事務所で働いているすべての社員全員で秘密警察の事
務署に出頭するよう指示ありすぐさま当方のロンドン事務所にその旨連絡し事務所を閉め秘密警察
署に出頭しました。
出頭等は、全くはじめての事で家族に、もしも一晩帰れない様な事があったら、大使館にすぐ連
絡する様、言い残し出かけました。秘密警察署での取り調べは、紳士的なものでしたが、矢張り所
長の取調べはかなり長時間になりました。我々も半日間の拘束の後釈放されました。
その秘密警察の事務署に入った時、独房には、色々な国の人が入れられてアジア人も数名いるの
が分かりました。当方が取り調べを受けている時、悲鳴や拷問の様子も見て取れました。我々には
秘密警察に拘束されている理由が全く分かりませんでした。
しかし、秘密警察が、これを見ろと言わんばかり新品のタイヤの中に入っていたけし粒状の（こ
れが大麻と秘密警察は言っていた）物を示し、
「これが何キロもタイヤに入っていてしかも、それが
船一杯に届いたぞ」と脅かしてきた訳です。秘密警察からしてみれば、この後始末をどうするつも
りか、と言いたかったのです。
結局真相は分からずで、4～5 年かかってうやむやになりました。日本のタイヤのメーカーにリビ
アの裁判所に出頭命令がありましたが、無視したようです。その後は、無事に過ごすことができま
した。
リビアでは、ふつう電話は盗聴がされているし、外国人の行動は、秘密警察から見られているか
ら、ある一定の外人とひんぱんに会うなと言われていました。私の取り調べ事件の後は、神経をと
ぎすまして、何かが起きずに無事であってほしいと生活していました。ですから、日本に帰国した
時は、日本は、平和があたり前になりすぎていて、平和のありがたみを忘れてはいないかと感じた
次第です。

もうすぐ寒い冬がやって来る！
やっと秋らしい季節になり、街路樹も色づき始めたと思ったら、もう木枯らし１号も吹き、
もうすぐ冬がやってきます。大雨・台風・噴火とあたり年です、気象には充分注意を！！
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理事会からのお知らせ
平成 26 年度 第 7 回(H26 年 11 月)定例理事会議事録
日時
場所
理事名
監事名
欠 席

平成 26 年 11 月 10 日（月）17 時１0 分～19 時 00 分
神奈川県民センター ７０５号室
伊藤（誠） 大熊
大下 大橋
大島
境 坂倉
富岡
友利
平田
二瓶
松橋
三浦 村上
井口 吉田（隆）
大下 吉田（隆）

高橋（登)
目島
柳

田口 竹内
山村

司会
三浦副会長
会長あいさつ

大橋会長

・全国大会報告。参加約１９０名（AD１６９名、神奈川健生３６名）神奈川健生 AD の活躍が光る。
AD の活動を通し社会参加することが大切。シニアの活動を次世代に伝えることに意味がある。
・とまり木サロン盛況のうち終了。神奈川健生のパワーが発揮される。

１． 平成 27 年度総会の日程について

大熊

・総会開催は６月６日（土）１３：３０～・終了後懇親会を予定。理事は１２：３０集合。

２． 平成 26 年度上半期決算ついて

添付１

二瓶

・添付資料の一部訂正を含め、上半期決算の説明があり、承認される。
予備費も計上していないので、今後発生する予想してなかった費用の捻出は厳しい現状。

３． とまり木サロン(会員親睦会)を終えて

田口

・とまり木サロン報告。参加人数 115 名(当初申込み 117 名)。会を２部構成とした。
ビンゴゲームの参加賞はキボカフェの寄付。

４．理事役割分担について

添付２（なし）

大熊

・柳氏の転居に伴う役割分担変更について説明があり、承認される。
理事会事務局：友利理事が入る ・川崎ネット代表とサークル活動の理事会報告:高橋理事
その他・月報など文書についての総括：大熊事務局長
・２０周年記念事業委員会はビジョン検討部会から独立した組織となることが承認される。

５．連絡、報告事項
（１） 健生クラブ

添付３

富岡

・10 月 30 日金曜会の自由参加活動の雨天中止等を含めた活動報告・12 月の活動予定詳細説明。

（２）

地区ネット活動

添付４

目島

・ネット訪問今月で終了。ネットの特色・課題を踏まえ、今後に生かせる活動を呼び掛ける。

（３）

新規活動・事業委員会

添付５

大橋

・2030 年超高齢未来勉強会 10 月の報告及び 12 月の予告。
・生涯現役クラブ活動状況並びに今後の運営についての一考等報告。（大島）
・PW の組織は 12 月に検討部会を立ち上げ KNWC とは別組織となる。（村上）
・旅の会の運営は個人負担が大きく、企画・担当者等を含め継続検討となった。（村上）
・愛犬仲間を広げ生きがいと健康づくりの事業提案を受けた。
① 高齢者の仲間づくり②若者の就労③AD の生きがいづくりの３本の柱をもとに提案を受け、
疑問点・課題等を含め 12 月にさらに検討することで一致。（高橋 AD）

ビジョン検討部会

添付６

大島

・前述の通り今後は２０周年記念事業とは切り離し、既存の事業の拡大・活動収益計上の見直しと
新規事業の模索を活動の柱とする。

（４）２０周年記念事業委員会

添付７

大島

・全体会と班会議に時間を分け効率的に話し合う。今後班会議を軸に推進をはかる。

（５）

成年後見センター

添付８

竹内

・会員増・リーフレット増刷・ネット訪問についてなど資料をもとに報告。

（６）

講師活動

添付 9-1～9-3

境

・アドバイザー養成講座・講師の募集について添付資料に基づき説明。チラシの修正２箇所確認。
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チラシは 12 月理事会で配布。11 月 2 日開催の自己研修会ロープレ講座報告。
・全国大会を通して財団の運営再建にむけて、今後の取り組みや課題と各協議会の在り方を構築する
活動等についての情報提供。

（７）

神奈川の旧街道を歩く会

添付 10

富岡

・健街道 12 月 20 日実施の参加費 2,000 円を設定する根拠についてと集合時間等の説明。
参加の AD 募集。

（８）

ノルディックウォーキング

添付 11

村上

・活動一覧表をもとに、その他 11 月 24 日新横浜日産スタジアムでのフェスティバル・11 月 30 日
山北での NW についての追加説明と参加呼びかけ。

（９）

研修事業

伊藤(誠)

・総合健康推進財団・平成 26 年度第２期の業務担当者の依頼について３月までの予定がほぼ決定。

（１０） サークル活動

添付 12

柳

・年度末の活動と一部年始の活動を掲載。

（１１）女性交流会

高橋(登)

・11 月交流会の説明及び申し込み状況と参加呼びかけ。

（１２）財団情報

添付 13

大熊

・財団発行書籍「人生は二幕目がおもしろい」について回覧・販売について
・パンフレット配布について

（１３）事務局報告

添付 14

大熊

添付 15

坂倉

・退会者情報と e 配信 ML 加入者及び会員数等報告

以

上

(文責：大熊

次回理事会は 12 月 8 日(月) 17 時 10 分から 705 号室

事業活動のおしらせ
１）平成２６年１２月度 ＜かながわ健生クラブからのお知らせ＞
２）成年後見センター活動報告
３）講師活動について
４）「健街道」大山街道青山通りコースのご案内
５）ノルディックウォーキングの案内
６）２０周年記念事業委員会
－詳細は月報添付資料をご覧下さい－
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謙治)

地区ネットからのお知らせ
2014 年 11 月 10 日
主担当 目島 公男
2014 年 10 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。
定例会開催 10 月 15 日（水）
17：30 から 20 時 00 分 まめどスペース結
参加者 12 名
川 1.理事会報告･･三浦副会長をｹﾞｽﾄに迎え開催｡2.健生ｸﾗﾌﾞ､H27.1/8 木曜会の詳細説明「川崎の産業を海
崎

相
鉄
沿
線

横
浜
北

横
浜
南

戸
塚

三
浦

からみようと川崎大師初詣」3.10/25 のやまゆりで開催の健康見本市参加での掲示物説明｡4.新規事業提
案予定の「仮称･･生きがいと健康づくりと犬との共存」概要報告 5.自己研鑽 松浦さんからテーマ「専
修大学での健康・生きがいづくりアドバイザー活動紹介」6.小川さんのｻｯｸｽ演奏会実施

次回定例会 11 月 19 日（水） エポック中原 18：30～20：30
定 例 会 10 月 25 日（土） 17:00～19:00 場所：みなくる（鶴ヶ峰）
参加者 ４名
1.10 月度健生理事会報告 2.連絡事項･健生クラブ､･とまり木サロン 3.5 分間スピーチ･赤坂迎賓
館前庭の一般公開､･秋季皇居乾通りの一般公開､･神奈川県立花菜ガーデンの情報､･１１／２音楽
の集い＠旭区公会堂に参加 ･野村証券ハッピーセミナーで「健康寿命を延ばす生き方」講師する､･
未病チェックシート紹介｡「かながわ」､「健康寿命日本一」で検索
次 回 定 例 会 11 月 29 日（土） 17：00 から
みなくる（鶴ヶ峰）
定 例 会 10 月 22 日（水） 18:00～20:00 山内地区センター
参加者 28
名
自己紹介 岩永正雄さん 健生でＮＷ等に参加「ジュニア防災検定」の紹介等、西出正文さん出身
地 職歴 健生ＮＷ等参加 旅行 映画鑑賞等紹介等、９月例会成年後見センター紹介の補足説明
木曜会提案確認他、リリーフ・ネット渡邉さんから あんしんキーパー登録依頼、５分間スピ－チ
２名
次回定例会 11 月 26 日（水） 17：00 より 忘年会を計画中
定 例 会 10 月２2 日（水） 16:00～18:00
ぷらっと栄
参加者 ９名
●理事会報告、健生クラブ報告のあと、今月のトピック提供の村田氏より「貝と羊の中国人」と題
して貝＝商売や財産などの有形の物財、羊＝善行、儀礼、道徳等の無形の文化、の異質な両面を
3000 年来、たくみに使い分けているのが現在の中国、とする見方の紹介があり、各自が感じてい
る中国像についてフリー討論した。
次回定例会 １１月２６日（水）16：00 から ぷらっと栄
定 例 会 10 月 15 日（水） 18:00～20:00 戸塚地区センター
参加者 ９名
１．理事会報告:顧問弁護士との契約締結､まめどｽﾍﾟｰｽ結の利用形態､創立 20 周年記念事業､とま
り木ｻﾛﾝへの勧誘､他 ２．健生クラブ：11 月担当の木曜会・金曜会についての最終確認。
３．話題提供：
「大磯宿から平塚宿を歩く」歴史探歩の話し、藤田さん
４．来年１月の「戸塚宿七福神めぐり」の紹介。
次回定例会 11 月 26 日（水） 18:00～20:00 戸塚地区センター
定 例 会
10 月 21 日（火） 18:00～20:00 鎌倉 福祉センター
参加者 7 名
雨天の為、パークゴルフは、中止 定例会のみ開催
1． 理事会 報告
2． 健生クラブ①10 月 29 日 27 年度新計画の下見 ②11 月 4 日 12 月 2 日火曜会の最終下見
地区ネット 情報の交換
次回定例会11 月 27 日（木） 15：00 から 蕎麦打ち 鎌倉 福祉センター
定 例 会

湘
南

10 月 21 日（火）16:30～20:15 男女共同推進企画ｾﾝﾀｰ（いこりあ） 参加者 １5 名

＊16:30 に集合し､年一回の料理教室を開催した､女性陣 4 名の協力で男性陣も額に汗をかき生姜焼き ﾚｼﾋﾟを参考
に料理ｽﾀｲﾙも決めて､お腹いっぱい､笑顔いっぱいの教室を楽しみました､10 月定例会、理事会報告等、連絡事項･･･
時間の関係で簡潔に説明、但し湘南地区ﾈｯﾄ懸案の「会費値下げ」について理事会で未承認になった事については
11 月例会で再度検討する事になった 健生ｸﾗﾌﾞ報告･連絡･･9/26(金曜会)「 小出川散策と慶応大学湘南校視察」実
施報告 11/30（日）「山北町・酒水の滝とみかん狩り NW」について参加案内（ﾒｰﾙにて案内済）

次回定例会 11 月 18 日（火）18：00 から定例会、 茅ヶ崎市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 3 階会議室
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県
央

横
浜
中
央

定 例 会 10 月 21 日（火 ）18:00～20:0 ユニコムプラザさがみはら
参加者 ２０名
１、
新入会員紹介
２、
理事会報告―とまり木サロン出演者変更の件、ＮＷの件、新規事業委員会の件他
３、
成年後見制度の説明―竹内センター長
４、
連絡事項―次月定例会開催の確認ほか
次回定例会 １１月１８ 日（火） 18：00 から
場所：大和市民活動センター
定 例 会 10 月 17 日（金）17：00〜19：00 県民センター601 号室 出席者 8 名
１．健生クラブ、10 月 21 日予定火曜会「川崎臨海地区となぎさ公園で遊ぶ」最終スケジュール、
役割分担等を決める。参加者 39 名
２．理事会報告「とまり木サロン」歌手変更、「年会費見直し」等
３．3 分間スピーチ、新メンバー（杉山さん）自己紹介、他 ＊地区ネット担当、目島理事―各地区ネ
ット巡回中、今月は当地区にご参加、「戸塚宿七福神めぐり」の紹介

次回定例会

11 月 14 日（金）17:00 から県民センター702 号室（成年後見センターより説明予定）

次回サークル活動のお知らせ

主担当理事 柳 裕幸 電話 044-246-0091
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。
次回各サークル活動の概要は以下の通りです。 新規ご加入大歓迎です。各連絡先へご連絡下さい。

Ａ）なんでもみんなで勉強会
世話役:

Ｂ）健生ハイキングの会
世話役 井上精司（tel&fax 046-259-3100）

大島稲造、二瓶雅代、内海朗子

□

都築 潔

１２月９日（火）「大山」（丹沢）

メール：k_tsuzuki@xx.em-net.ne.jp

小田急・伊勢原駅北口 バス④番、

□1２月１０日（水）17:15～19:00

大山ケーブル行き、８：４０発バスに乗車。

ﾃｰﾏ 元機長が語る「空の旅の楽しみ方」
講師：ＪＡＬ元機長 水口富雄 さん
場所：かながわ県民センター711 号室

Ｃ）「健生グリーンゴルフ会」
世話役代表：松島誠一 T/F 0467-23-3950、
ゴルフシーズンがやって来ました。

Ｄ）健生ＡＤＬ体操の会
世話役：上田隆一郎(電話･fax)045-852-5192
メール：takaueda@carrot.ocn.ne.jp
□ １２月９日 13:30 ～15:30
主な運動内容

：

710 号室

手軽に自宅で出来るから続

けてほしいストレッチや筋トレ、バランス運動。

E）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１２月６日（土）
、２０日（土）
時間：17：00～20：00
場所：県民ｾﾝﾀｰ 705 号室

第３５回ゴルフ会を１０月１６日（木）に鎌倉パブリック
ゴルフ場で開催しまた。参加者は、１９名でした。
健生ＡＤで世話役代表の松島誠一が、グロス８１、
ネット６８．６で優勝しました。敢闘賞は、松島和子さ
んのグロス１２０、ネット８４でした。次回、第３６回は、
２０１５年５月１４日（木）開催予定です。

F）美食倶楽部
代表世話役：井上亜土美 事務局：阿部匡宏
Tel＆fax：045-592-0243
申込は事務局へ：abe-masa@q00.itscom.net
□

集合：１０時 ロイヤルホール・ヨコハマ

G）神奈川健生音楽団
世話役 伊藤誠二

（電話・ＦＡＸ）０４５－５４１－３３５２）

□１２月８日（月）中山地域ケアプラザなかよし会
□１２月９日（火）歌声サロン・大倉山

１月２２日(木)

15 時

□１２月１１日（木）若葉台ケアプラザ高齢食事会
□１２月１７日（水）下和泉ケアプラザクリスマス
□１２月１８日（木）歌声サロン・伊勢佐木

15 時

□１２月２４日（水）蒔田コミュニティらくらく会

「今年も元気で楽しく新年会!」
＊１２月は例会なし

Ｈ）「句楽会」(誰でも楽しめる俳句)
世話役 蛯子雷児（電話）090-5492-4965
メール： rainoko566@seaple.icc.ne.jp
5 □ 次回予定 １２月３日(水) 17:00～19:00
県民センター 307 号室

I）「女性交流会」
世話役：高橋登志子（電話・ＦＡＸ）080-1161-8938・ 次回予定 12 月の実施予定はありません。
J）「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 、都築 潔 TEL 045-913-9538
◆12 定例会：12 月 5 日（金）
、12 月 15 日（月）両日共 14:00～17:00
場所：
「BEST HIT」（旧東急ホテル並びのﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄのビル３Ｆです。
（費用 500～600 円）

会員投稿

私の音楽遍歴Ⅰ
川崎地区ネット

柳

裕幸

自分と音楽との関わり合いについて、過去から現在までをお話します、幼稚園の頃はお遊戯の発
表会など別に嫌がらずにやっていたようです。
小学校時代は確か５年・６年生頃の事ですが、音楽の時間が嫌でたまりませんでした、特にテス
トでの歌や・笛やハーモニカの演奏を恥ずかしさいっぱいでやっていました。
中学校時代は環境が変わって気が楽になったのか、入学時に吹奏楽部に入ってみようかとも思い
ましたが、結局運動部に入りました。排球部も長くは続かず、写真部に落ち着きました、その間も
ラジオからですが洋楽を聴いていました、その当時はビートルズ全盛でした、自分はそんなには興
味は無く洋楽で有ればなんでも良く地方局のポップス番組を聞いていまし
た、時期ははっきりしないのですが、その頃ローリングストーンズという
ロックグループに出会い心に火がつきました、レコードを買えるような小
遣いも無かったので、もっぱらラジオをテープレコーダにふき込んでいま
した。クリスマスの頃、親父の機嫌の良い時があり、なんでも好きなもの
を買ってやるというので、ローリングストーンズのＬＰレコード二千二百
円也を買ってもらいました、以来ストーンズ一筋で来ました。
高校生時代は第一志望校に入れなかったこともあり、遅れを取り戻そうと青春時代を自分なりに
勉強に打ち込んだつもりでしたが、廻りのせいかギターに興味を持ってしまいました。雑誌１冊・
レコード１枚は買える小遣いはもらっていたのですが、とてもギターまで届きませんでした。
卒業の年、安田講堂が陥落して東大受験が中止となり、もう一年勉強することにし予備校生とな
りました。
学生時代は広島の下宿での一人暮らしでした、学生運動も下火になり学園内も落ち着きを取り戻し
ていました。その頃やっと中古のギター五千円也を手に入れ又練習を始めました、その頃はフォー
クソング全盛時代で、高田渡・加川良・遠藤賢司・友部正人などの四畳半ソングにのめり込み、そ
の後は母校の先輩、吉田拓郎、同郷の井上陽水を中心に歌っていました。
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平成 26 年度 第 6 回(11 月) 新規活動･事業委員会議事録
開催日時：H26 年 11 月 4 日(火) 17:15～19:00
会
場：県民センター 705 号室
出席者：井口、伊藤、大島、大橋、清水、竹内、二瓶、三浦、村上、吉田、
高橋信行（提案者）、大熊（議事録作成）
以上 12 名
議事内容
１．2030 年超高齢未来勉強会（吉田（隆）委員）
・第 4 回勉強会、10 月 18 日（土）まめどスペース結（ゆい）で開催。講師は、さいたま市見沼
区でコミュニティカフェ「みぬまハウス」理事として活動する健生 AD の長谷川幹夫氏。キボ
カフェの三浦さん、佐野さんも出席し、コミュニティカフェ運営の苦労話や今後の夢について
ディスカッションする。
・第５回勉強会は、12 月 20 日まめどスペース結で開催。かながわ健生クラブで長年活動してき
た江間さん、
「江戸百景クラブ」は何故人気があるのか？シニアに向けた企画の立て方の極意に
ついて語って頂く。
２．
「生涯現役クラブ」今後の具体的な展開について （伊藤（美）委員）
・「地域シニア生活相談室」第４回目を菊名地区センターで 10 月 23 日、ノルディック・ウォー
キング体験教室を健生 AD 梶田さんを講師として開催。参加者 23 名（うち一般参加 16 名：
新規 13 名、継続 3 名／男性 3 名、女性 13 名）
・11 月 27 日、シニアの健康づくり、12 月 25 日、クリスマス料理教室、その後、懇親会を開き、
参加者から「生涯現役クラブ」を立ち上げについて意見を聴取する予定。なおノルディックは
好評につき 11 月にも開催予定、参加者で NW サークルの立ち上げも視野に検討する。
３.「ポールウォーキング」今後の推進策について （村上委員）
・10 月 24 日、KNWC 運営委員会でポールウォーキング運営の仕方について議論し、KNWC の
組織で行う点に関して賛否両論あり、賛同するメンバーでポールウォーキング検討部会を立ち
上げ別に活動していくこととなった。・PW 検討部会への参加は個人ベースとする。
・PW は、介護予防や高齢者関係の行政部局からの実施要望も高く、「生涯自立歩行」を目標とし
て教えているので効果が見え、参加者からも感謝の声が多い。
４．
「旅の会」について（村上委員）
・収益を上げる事業として KNWC の北海道旅行を試行としてスタートした。それな
りの成果はあったが、継続的に収益を上げるのは難しく、関係者の苦労も大きい。
・企画についても何をやるか誰が担当するかについて課題も多く継続検討とした。
５．事業提案
「愛犬仲間を広げ生きがいと健康づくり」(高橋 AD)（資料あり)
・川崎地区ネットの高橋 AD から標記提案あり、目的、事業内容、健生 AD の関わり方、ビジネス
プランなどの説明があった。
・収入計画が非常に多く見積もられているので、実現可能な数値に見直すことで、
本委員会は事業提案を承認した。
★次回は、26 年 12 月 1 日（月）17:15 より 県民センター705 号室

第５回ビジョン検討部会議事録
開催日時

平成２６年１１月４日(火)１６：３０～１７：００
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場
所
県民センター ７０５号室
出席舎
大橋、清水、田口、竹内、三浦（紀）、村上
（敬称略） 吉田（隆）、大島（議事録作成）
２０周年記念事業委員会が作られ、ビジョン検討部会との重複があり、
単独の議事作成をしてこなかったが、検討の結果従来どおりビジョン
検討部会を２０周年記念事業委員会とは別に開催することにした。
検討事項
本年度定時総会議案６号に記載している中より、下記事項を取り組む。
(１) 財政基盤の安定化
①
既存事業の拡大
収益増を見込める既存事業は？
②
現事業活動収益を健生会計への計上システムの見直し
③
新規事業の取組み
・生きがい就労に関するアンケート調査実施
就労希望者の本気度が図れるアンケート内容の検討
・AD ニーズにマッチする職業と市場のニーズ
（２）事業・サークル活動・同好会の定義および取扱い
＊なお、本課題は平成２７年度へ継続し検討可とする
提案事項（新規事業）
川崎地区ネット 高橋信行氏より
タイトル「愛犬仲間を広げて生きがいと健康づくり」事業
高橋氏より上記事業計画の説明があった。
今後、新規事業として取り上げるかは再度協議する。
＜各メンバー検討事項＞
次回会議で各人は新規事業案：1 件、考えて持ち寄ることとした。
次回開催：１２月１日（月）16:30～17:00 場所：県民センター ７０５号室
事務局だより

★★お知らせ★★
１．会員動向
１）退会 敬称略
伊藤貞行（相鉄沿線地区ネット）
２．会員動向
総数； ２３1 名 （内女性６３名）(先月比 １名減 )
会員数
ＭＬ加入者
e 配信加入者
(内訳)
人 数
２３１
１７８
１８７
()
（％）
(100)
(77.1)
(81.0)

ヤマト便対象者
４４
(19.0)

★ご案内★
年会費振込用口座番号 ゆうちょ銀行 00130-0-300483 神奈川健生会計
神奈川健生 ホームページアドレス http://kanagawa-kensei.com/
★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： 大熊 謙治 気付
〒230-0011 横浜市鶴見区上末吉 1-28-17
電話：090-1706-9306
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