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平成 28年度（2016年度） 

もくせい福祉会後援会 第 12回総会議事録 
 

  

◆◆  日日  時時  平成 28年5月 15日（日）16：10～16：50 

◆◆  場場  所所  さいたま共済会館 502号室 

◆◆  出出席席者者  正会員出席者合計 42名（出席 24名、委任状 18通、正会員総数 63名）  

◆◆  挨挨拶拶とと議議長長選選任任  
総会成立条件である後援会会則第７条（総会）３項「総会は正会員の３分の１以上の出席がなくては、そ

の議事を開き解決することができない。ただし、委任状をもってあらかじめ意思表示をした正会員は出席と

みなす。」に基づき、出席者数の確認が行われた。出席 24名、委任状 18通、合計 42であり正会員総数 63名

の３分の１以上であることから総会の成立を宣言。議長として宇都宮寿武理事を推薦し、出席者の承認を受

けた。 
 

◆◆  議議事事録録署署名名人人選選任任  
宇都宮寿武議長は、議事録署名人として福地明生理事と松浦久理事を推薦し、出席者の承認を受けた。 

 

  

  

  

◆◆  総総会会議議案案のの審審議議  
  

【【１１．．平平成成 2277年年度度活活動動報報告告】】  

齋藤正男副会長より議案書資料１に基づき報告を行った。 

 

１．活動報告 

１．１ もくせい福祉会への寄付 

「もくせい福祉会」へ予算通りに 20万円の寄付を行うことができた。 

１．２ 行事について  

（１）もくせい会祭り（バーベキュー大会） 

恒例になっになっていた「さぎ山記念公園キャンプ場」でのバーベキュー大会は、ほっと

ラウンジの都合により６月開催として来たが、天候不順並びに開催意義の薄れにより再検討

し、取りやめることとなった。 

（２）施設近隣の自治会との交流 

 10月 18日（日）、さいたま市中央区大戸一丁目の行事「お楽しみ会」に「てづくり厨（く

りや）ふぁくとりー」が通所者と共に出店し、後援会有志がご近所のボランティアさんと一

緒にサポートに入った。 

（３）チャリティーコンサート  

皆さんのご意見を伺いながら検討としておりましたが、諸般の事情で取りやめとなった。 

（４）リクリエーション  

もくせい福祉会施設利用者と職員が無理なく参加できる行事を支援して行く件、要請がなく、

実施なしであった。 

 

２．役員（あいうえお順、敬称略） 

平成 27年度役員は次の通りでした。（★印は一般市民の役員） 

会 長 … 大森 好友★ 

副会長  …  齋藤 正男 

理 事 … 宇都宮 寿武★、金沢 甫、福地 明生★、松浦 久★ 

会 計 … 鴨田 久美子★ 

監 事 … 油井 良雄、越塚 寿人 

顧 問 … 不在 

 

 



平成 28 年度 後援会総会議事録 

 2 

【【２２．．平平成成 2277年年度度決決算算報報告告ににつついいてて】】  
齋藤正男副会長より議案書資料２に基づき報告した。 

 

 
 

＜監査報告＞ 

越塚寿人監事より、平成 28 年４月 16日の監査結果、申告内容と相違ないことを確認したと報告された。 
 

 

 ◆ 以上、平成 27年度活動報告と決算報告について、出席者一同これを承認した。 
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【【３３．．社社会会福福祉祉法法人人ももくくせせいい福福祉祉会会かかららのの状状況況報報告告】】  
 

 てづくり厨ふぁくとりーの小澤奈津子所長、ほっとラウンジの竹内高子所長から、それぞれの施設の状況報告を

していただいた。 

 

 「てづくり厨ふぁくとりー」は移転して倍のスペースとなりいい環境になった。また、近くにドラックストアも

あって、お弁当を注文してから買い物をして帰りに持ち帰るお客様もいるようになった。また、お弁当だけでなく

本日販売のケーキなどもつくっている。また昨年、後援会からの寄付金 20万円と福祉会の資金 35万円で、第２作

業室に２槽式のシンクとガスコンロを設置し、ユニークなコロッケの製造・販売を 10月から始めた。好評で売上

が増えている。今後は更に惣菜の品数を増やして売上アップを図る計画でいる。 

 

 「ほっとラウンジ」では、昨年１月にクッキー売り場とカフェを併設した「ほっとラウンジ」の新しい建屋が完

成した。完成前までは「ほっとラウンジ」で作ったクッキーを売るために、バザールやイベント会場に出向くしか

手段がなかったが、売店ができたことでクッキーが毎日売れるようになり、売店の横に併設したカフェでコーヒー

等を飲みながらクッキーも召し上がってくださるお客様が一日に何人も訪れてくれるようになった。お陰様で、ク

ッキー等の売上が前年度の倍近くに増えた。また、近隣住民とのコミュニケーションも良好。小学生を招いてのク

ッキー祭りではメンバーがぬいぐるみを着て対応するなど積極的な取り組みを行った。遣り甲斐感が高まって来て

いる。 

 

 また、河面英則理事長から、今年度「てづくり厨ふぁくとりー」では赤い羽根共同募金の補助金で、ガスオーブ

ン・キッチンカウンターなどの調理設備の購入、店舗前の雨漏り対策（埼京線高架からの雨）と看板を兼ねたテン

トの設置を計画している（調理設備の購入については、共同募金の採択が決まったが、テント設置についてはこれ

から）。更に次年度には、具合が悪くなったメンバーが横になれる、あるいは昼休みには休憩室としても使える５

坪ほどの和室を現在駐車場のところに建設する計画（約 300万円）もある。引き続きご支援賜りたいとの挨拶があ

った。 

 

  

【【４４．．平平成成 2288年年度度  役役員員ににつついいてて】】 

 大森好友会長より、議案書資料３に基づき提案が行われた。 

（★印は一般市民の役員） 
 

会 長 … 大森 好友★ 

副会長  … 齋藤 正男 

理 事 … 宇都宮 寿武★、金沢 甫、古坂秀之★、福地 明生★、松浦 久★ 

会 計 … 鴨田 久美子★ 

監 事 … 油井 良雄、越塚 寿人 

顧 問 … 不在 
 

 ◆ 出席者一同これを承認した。 

 

 

【【５５．．平平成成 2288年年度度  活活動動計計画画ににつついいてて】】  
齋藤正男副会長より、議案書提出資料 3に基づき提案が行われた。 

 

１．活動方針と計画 

１．１ 社会福祉法人もくせい福祉会の後援について 

もくせい福祉会の二つの施設（「てづくり厨（くりや）ふぁくとりー」及び「ほっとラウンジ」）

に必要な設備、備品類の整備に資するため、後援会内部での積立を継続するとともに、要請が

あり次第、弾力的に資金援助する。 
 

１．２ 行事  

（１）施設近隣の自治会との交流 

 「てづくり厨ふぁくとりー」は桜区西堀８丁目に移転しましたが、これまで通り中央区大

戸一丁目の行事「お楽しみ会」に出店させていただけることから、後援会もこれをサポート

し、交流と親睦に努める。今年度は 10 月 16日の見込み。 
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（２）お楽しみ行事  

ボーリング大会、カラオケ大会など、企画して行く。 

お知らせは後援会のホームページ、あるいは広報誌に掲載する。 

ホームページ；http://members3.jcom.home.ne.jp/saito-ma/ 
 

１．３ 検討事項  

（１）オンライン寄付の導入に向けた調査  

 東日本大震災を契機に、インターネットを利用した様々な寄付の機会を提供するサービス

が注目されている。個人が寄附を募るもの、公益法人が寄附を募るもの、手数料の違いなど、

様々な形態がある。場合によってはもくせい福祉会が導入することも含めて調査する。 

 

 ◆ 以上、平成 28年度活動計画について異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

 

【【６６．．会会則則のの改改正正ににつついいてて】】  
齋藤正男副会長より議案書資料４に基づき説明した。 

 

 

 改正趣旨は、もくせい福祉会施設利用者本人及びそれに準じる人が広報誌を読みたいというニーズに応えるも

のであり、改定個所は下記抜粋会則にアンダーラインで示した「注①～注⑥」となる。 

 

＝＝会則（抜粋開始）＝＝ 
 

第５条（会員） 

 この会の会員は、この会の目的と事業に賛同し、支援するため入会した個人および団体とし、会員を次のよ

うに区分する。 

  （１）正会員  この会の活動に全般的に参画し支援する個人 

  （２）賛助会員 この会を主に財政的に支援する個人又は団体 

  （３）特別購読会員  広報誌の購読を希望するもくせい福祉会施設利用者本人あるいは役員会が承認した

個人（改正：平成 28･5･15） ← 注①  

2 役員会が承認した人は正会員になることができる。（改正：平成 17･5･28） 

3 もくせい家族会会員および もくせい福祉会施設利用者家族は、１家族で１正会員になることができる。（改

正：平成 17･5･28、平成 19･5･20、平成 24･5･20） 
 

第６条（会費） 

  会員は所定の会費を納入するものとする（広報誌購読料を含む）（改正：平成 28･5･15）←注②  

  （１）正会員    年間１口 3,000円を１口以上 

     ただし、役員については任意とする（改正：平成 19･5･20、平成 24･5･20） 

  （２）賛助会員 

      イ 個人  年間 1口 2,000円を１口以上 

      ロ 法人  年間１口 10,000円を１口以上 

  （３）特別購読会員 年間１口 500円（改正：平成 28･5･15）←注③  

2  10月から 3月に入会する場合は、正会員、賛助会員共に１口の会費を半額にできる。（改正：平成 19･5･20、

平成 28･5･15）←注④  
 

第１２条（退会） 

  この会の会員は、いつでも自由に退会することができる。 

2 正会員は正会員会費を１年度以上滞納した場合には自動的に退会となる。（改正：平成19･5･20） 

3 賛助会員は賛助会費を２年度以上滞納した場合には自動的に退会となる。（改正：平成19･5･20） 

4  特別購読会員は会費を１年度以上滞納した場合には自動的に退会となる。（改正：平成 28･5･15）←注⑤  
 

付 則（一部改正を追記する） 

 平成 28年 5月 15日、もくせい福祉会後援会総会にて一部改正 ←注⑥ 
 

＝＝会則（抜粋終了）＝＝ 
 

 ◆ 以上、会則の改正について異議なし。出席者一同これを承認した。 
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【【７７．．平平成成 2266年年度度予予算算ににつついいてて】】  
齋藤正男副会長より、提出資料５改（一部記載漏れ追記）に基づき提案が行われた。 

 

 

■平成２8年度 もくせい福祉会後援会予算（案） 

    
自 平成28年4月  １日 

    
至 平成29年3月31日 

収入の部 
   

(単位 円） 

科目 
平成27年度 

決算額 

平成28年度 

予算額 
比較増減 備    考 

正会員費  162,000 162,000 0 60名（会員数62名） 

賛助会員費 437,000 437,000 0 213名（法人含む、会員数236名） 

特別購読会費 0 25,000 25,000 50名 

チャリティ収益 0 0 0   

雑収入 57,247 30,000 △ 27,247 寄附金、利息等 

定期預金繰入 0 0 0   

前受金（会員費） 458,000 0 △ 458,000 458,000円は平成28年度分会費の前受分 

繰越金 660,611 458,841 △ 201,770 前年度繰越金 

計 1,774,858 1,112,841 △ 662,017   

支出の部 
    

科目 
平成27年度 

決算額 

平成28年度 

予算額 
比較増減 備   考 

機関誌購読料 175,000 200,000 25,000 500円×400名（ほっとラウンジ委託） 

会議費 8,854 10,000 1,146 役員会お茶菓子等 

通信費 60,410 60,000 △ 410 切手、はがき、郵送料等 

事務費 2,398 10,000 7,602 払込票印刷代等 

行事費 0 30,000 30,000   

雑費 17,154 20,000 2,846 払込手数料等 

寄附金支出（１） 200,000 300,000 100,000 てづくり厨ふぁくとりーの設備費用として 

寄附金支出（２） 0 0 0   

積立金 500,201 0 △ 500,201 後援会内部積立金 

前受金（会員費） 240,000 0 △240,000 240,000円は平成27年度分会費の前受分 

予備費 112,000 120,000 8,000 施設職員餅代、総会会場賃借料 

繰越金 458,841 362,841 △ 96,000 次年度繰越金 

計 1,774,858 1,112,841 △ 662,017   
  

    ◆収入の部の繰越金内訳 
   

繰越金内訳（円） 
現金 郵便口座 銀行口座 合計 

  
37,232 265,054 156,555 458,841 

    

      ◆定期預金残高 
    

（合計） 

定期預金内訳(円) 

継 続 500,000 505,210 500100   1,505,310 

予算繰入         0 

残 高 武蔵野銀行武蔵浦和支店定期預金 （3口） 1,505,310 

 

 

◆ 以上、第５号議案について異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

 

【８．その他】 特になし 

 

◆ 以上をもって、宇都宮寿武議長は議事終了を宣言し、大森好友会長は総会の閉会を宣言した。 
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以上、この議事録は正確であることを証します。 

 

平成 28年  ５月 16日 

 

議  長     宇都宮 寿武   ○印  

議事録署名人     福 地 明生   ○印  

議事録署名人     松 浦  久    ○印  

 

＜以下、余白＞ 


