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平成 26年度（2014年度） 

もくせい福祉会後援会 第 10回総会議事録 
 

◆◆  日日  時時  平成 26年5月 18日（日）11：00～12：00 

◆◆  場場  所所  与野本町コミュニティセンター 第３・４会議室 

◆◆  出出席席者者  正会員出席者合計 40名（出席 16名、委任状 24通、正会員総数 63名） 

◆◆  会会長長挨挨拶拶とと議議長長選選任任  
大森好友後援会会長は挨拶のあと、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、出席者合計 40名（出席 16名、委任状 24通）、正会員総数 63名より、

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  
  

【【第第１１号号議議案案】】平平成成 2255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 200万円の寄付を行うことができた。 

１．２ 会則第３条（目的）と第４条（事業）に則った活動 

後援会会則の目的と事業に沿う活動については、「社会福祉法人もくせい福祉会」を後援する以

外には取り組めなかった。 

１．３ 行事について  

（１）施設近隣の自治会との交流 

 「ふぁくとりーもくせい」が所在するさいたま市中央区大戸一丁目の行事「お楽しみ会」に継

続して参加し、交流と親睦に努める件、広報紙にて報告したように、11 月 24 日（日）に「お楽

しみ会」（約 400 名参加）が開催され、これに「ふぁくとりーもくせい」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。 

（２）もくせい会祭り（バーベキュー大会） 

６月１日（土）に、さぎ山記念公園内キャンプ場にてバーベキュー大会を行なった。 

前年度は悪天候で中止となり、２年ぶりということで気合が入ったこと。及び会場の抽選から

食材の準備、調理など、もくせい福祉会が中心となって対応してくれたこと。抽選による会場確

保が５月初旬だったため、広報誌にて案内できず。賛助会員へは賛助会員の継続のお願いにチラ

シを同封した。正会員へはハガキでお知らせした。52 名の参加があった。 

（３）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企画する件は、ふぁくとりーの

移転に伴う繁忙と施設行事のスケジュールとの関係から見送った。 

２．役員（あいうえお順、敬称略） 

平成 25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★、小笠原 明、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 … 小辻 孝徳★（平成 25年５月 12日、ご逝去） 

 

◆ 以上の第１号議案について、異議なし。出席者一同これを承認した。 
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【【第第２２号号議議案案】】平平成成 2255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。 

 

 平成２５年度 もくせい福祉会後援会決算報告書         自   平成25年4月 １日  

    至   平成26年3月31日 
 

◆収入の部 
     (単位 円） 

科目 予算額 決算額 比較増減 備考 

正会員費  222,000 198,000 △ 24,000 63名（会員数64名、うち前納2名・H26年度分1名） 

賛助会員費 800,000 720,000 △ 80,000 215名（法人会員を含む、うちH26年度以降分9名） 

購読会員費 0 0 0 
 

チャリティ収益 0 0 0   

雑収入 50,000 23,834 △ 26,166 寄附金、利息等 

定期預金繰入 1,500,482 1,500,821 339   

繰越金 802,127 802,127 0 前年度繰越金 

     計 3,374,609 3,244,782 △ 129,827   

◆支出の部 
    

科目 予算額 決算額 比較増減 備考 

機関誌購読料 175,000 175,000 0 350名分（ほっとラウンジに委託）1名年間500円 

会議費 20,000 8,000 △ 12,000 役員会お茶菓子 

通信費 50,000 36,000 △ 14,000 切手、はがき、郵送料等 

事務費 10,000 8,007 △ 1,993 領収証、プリンタ・インク代等 

正会員活動費 0 0 0   

行事費 50,000 6,808 △ 43,192 バーベキュー補助等 

雑費 20,000 18,410 △ 1,590 振込手数料等 

寄附金支出（１） 2,000,000 2,000,000 0 ふぁくとりーもくせいへ 

寄附金支出（２） 0 0 0   

積立用寄附金 500,000 500,741 741 後援会内部積立金 

予備費 0 83,000 83,000 施設職員餅代、前期正会員費の返金 

繰越金 549,609 408,816 △ 140,793 次年度繰越金等 

     計 3,374,609 3,244,782 △ 129,827   

 

＜監査報告＞ 

越塚寿人監事より、平成 26 年４月 13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。 
 

ここで、宇都宮寿武議長からの 200万円の寄付金使途説明を社会福祉法人・もくせい福祉会の河面英則理事長に要

請し、河面理事長から報告が行われた（報告要旨は次の通り）。 

 後援会から 200万円、個人からの寄付金 300万円、及び社会福祉法人清水基金からの助成金 650万円などで、念願

だった「ふぁくとりーもくせい」の新施設をＪＲ埼京線の高架下に建設することができた。以前の施設より延床面積

も広くなり、多くのメンバーの受け入れが可能になった。今年度は、もう一つの施設「ほっとラウンジ」が手狭にな

っているため、新施設に移転したいと計画している。引き続き、今年度も 200万円の寄付をお願いしたい。 
 

◆ 以上の第２号議案について、異議なし。出席者一同これを承認した。 
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【【第第３３号号議議案案】】平平成成 2266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★、小笠原 明、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 … 空席 
 

◆ 以上の第３号議案について、異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

【【第第４４号号議議案案】】平平成成 2266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４に基づき提案が行われた。 

１．活動方針と計画 
１．１ もくせい福祉会への寄付 

「ほっとラウンジ」の発展的移転を目的とした寄付要請が「もくせい福祉会」からあり、200 万円

の寄附を行う。その他、二つの施設（ふぁくとりーもくせい、ほっとラウンジ）にて必要があれば

弾力的に資金援助して行く。 
 

１．２ 会則第３条（目的）と第４条（事業）に則った活動 
後援会会則の目的と事業に沿う活動について検討して行く。 
 

１．３ 行事について  
 

（１）施設近隣の自治会との交流 

「ふぁくとりーもくせい」は桜区西堀８丁目に移転したが、これまで通り、中央区大戸一丁目の

行事「お楽しみ会」に参加し、交流と親睦に努める（自治会役員会にて了承済み）。 

また、移転先の自治会との関係についても交流に努める。 

（２）バーベキュー大会 

別途日程を調整し、さぎ山記念公園キャンプ場にてバーベキュー大会を行う。 

（３）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企画して行く。 

（４）チャリティーコンサート  

スケジュール未定だがチャリティーコンサートを企画する。 
 

◆ 以上、第４号議案について異議なし。出席者一同これを承認した。 
  

 

【【第第５５号号議議案案】】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に基づき提案が行われた。 

 

平成２６年度 もくせい福祉会後援会予算（案） 自 平成26年４月 １ 日 

     
至 平成27年３月31日 

◆収入の部 
     

(単位 円） 

科目 
前年度 

決算額 

今年度 

予算額 
比較増減 備考 

正会員費  198,000 189,000 △ 9,000 63名 

賛助会員費 720,000 720,000 0 272名（法人会員を含む） 

チャリティ収益 0 100,000 100,000 チャリティーコンサート 

雑収入 23,834 30,000 6,166 寄附金、利息等 

定期預金繰入 1,500,821 2,011,145 510,324 定期預金４口を繰り入れる   

繰越金 802,127 408,816 △ 393,311 前年度繰越金 

     計 3,244,782 3,458,961 214,179   
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◆支出の部 
   

  

科目 
前年度 

決算額 

今年度 

予算額 
比較増減 備考 

機関誌購読料 175,000 175,000 0 350名分（ほっとラウンジに委託）1名年間500円 

会議費 8,000 20,000 12,000 役員会お茶菓子 

通信費 36,000 50,000 14,000 切手、はがき、郵送料等 

事務費 8,007 10,000 1,993 領収証、プリンタ・インク代等 

行事費 6,808 50,000 43,192 バーベキューなど 

雑費 18,410 20,000 1,590 振込手数料等 

寄附金支出 2,000,000 2,000,000 0 ほっとラウンジの移転費用として 

積立用寄附金 500,741 500,000 △741 後援会内部積立金 

予備費 83,000 100,000 17,000 施設職員餅代等 

繰越金 408,816 533,961 125,145 次年度繰越金 

     計 3,244,782 3,458,961 214,179   

       ◆収入の部の繰越金について（内訳） 
    

繰越金内訳（円） 
現金 郵便口座 銀行口座 合計 

  
13,585 142,450 252,781 408,816 

  

       ◆収入の部の定期預金につて 
     

定期預金内訳 

       （円） 

継続 505,008       505,008 

予算繰入 504,402 502,666 504,077 500,000 2,011,145 

合計 武蔵野銀行武蔵浦和支店定期預金 （5口） 2,516,153 

※ 定期預金４口（\2,011,145）を予算（収入の部）へ繰り入れる。 
  

 

◆ 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。 

 

【【第第６６号号議議案案】】会会則則のの改改正正    
齋藤正男副会長より、議案書資料６に基づき提案が行われた。 

 

社会福祉法人もくせい福祉会事務所（ふぁくとりーもくせい）の移転に伴い、もくせい福祉会後援会の会則

「第２条（事務所）」の項について改正が必要となった。 
 

もくせい福祉会後援会 会則 第２条（事務所） 

  （改正前）この会の事務所はさいたま市中央区大戸１-32-６ 社会福祉法人もくせい福祉会内に置く。 

  （改正後）この会の事務所はさいたま市桜区西堀８-９-18 社会福祉法人もくせい福祉会内に置く。 
 

◆ 以上、第６号議案について異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

【その他】 
 大森好友会長より、もくせい福祉会を支援するためには、施設利用者数を増やすことが重要である旨、会

員各位への協力要請が行われた。 

 

◆ 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。 

以上、この議事録は正確であることを証します。 

 

   平成 26年  ５月 25日 

議  長      宇都宮 寿武     ○印  
 

議事録署名人    松浦   久      ○印  

 

議事録署名人    福地  明生         ○印  

 

＜以下、余白＞ 


