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平成 27年度（2015年度） 

もくせい福祉会後援会 第 11回総会議事録 
 

◆◆  日日  時時  平成 27年5月 17日（日）15：15～16：00 

◆◆  場場  所所  さいたま共済会館 504号室 

◆◆  出出席席者者  正会員出席者合計 41名（出席 25名、委任状 16通、正会員総数 65名）  

◆◆  挨挨拶拶とと議議長長選選任任  
大森好友後援会会長挨拶のあと、(社会福祉法人)もくせい福祉会・河面英則理事長から後援会からの寄付

200万円に対するお礼と「ほっとラウンジ」の状況報告が行われた。 

その後、大森会長より、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 25名、委任状 16通、合計 41

であり正会員総数 65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  
  

【【第第１１号号議議案案】】平平成成 2266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 行事について  

（１）もくせい会祭り（バーベキュー大会） 

６月７日（土）の「さぎ山記念公園内キャンプ場におけるバーベキュー大会」は 45 名のお申し

込みがありましたが、悪天候のため中止となった。 

（２）施設近隣の自治会との交流 

 10月 12日（日）、さいたま市中央区大戸一丁目の行事「お楽しみ会」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。 

（３）チャリティーコンサート  

平成 27年１月 10日（土）、さいたま市文化センター多目的ホールにて、ほっとラウンジ移転

建設支援を目的とした第７回チャリティーコンサートを開催し、133名のご来場をいただき、盛

況のうちに終了することができた。収益は全額「ほっとラウンジ」へ寄付した。 

（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リクリエーションを企画する件は、ほっ

とラウンジ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 26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 … 不在 

 

 

◆ 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 2266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２6年度 もくせい福祉会後援会決算報告書         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 予算額 決算額 比較増減 備  考 

正会員費  189,000 186,000 △ 3,000 60名（会員数62名） 

賛助会員費 720,000 653,000 △ 67,000 210名（法人会員を含む、会員数246名） 

チャリティ収益 100,000 32,983 △ 67,017 詳細は別紙による 

雑収入 30,000 40,276 10,276 寄附金、利息等 

定期預金繰入 2,011,145 2,011,278 133 定期預金４口を繰り入れ  

前受金（会員費） 0 240,000 240,000 次年度会費、正会員(9人27千円)、賛助会員(61人213千円) 

繰越金 408,816 408,816 0 前年度繰越金 

     計 3,458,961 3,572,353 113,392   

◆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 15,839 △ 4,161 役員会お茶菓子 

通信費 50,000 66,954 16,954 切手、はがき、郵送料等 

事務費 10,000 2,204 △ 7,796 払込票印刷２件 

行事費 50,000 0 △ 50,000  
 

雑費 20,000 23,528 3,528 振込手数料等 

寄附金支出（１） 2,000,000 2,000,000 0 ほっとラウンジの移転費用として 

寄附金支出（２） 0 32,983 32,983 ほっとラウンジへチャリティーコンサート収益金  

積立金 500,000 500,234 234 後援会内部積立金 

予備費 100,000 95,000 △ 5,000 施設職員餅代 

繰越金 533,961 660,611 126,650 次年度繰越金等 

     計 3,458,961 3,572,353 113,392   
 

◆繰越金内訳 （計 660,611 円）    

  現金 11,792円   郵便口座 283,446 円   銀行口座 365,373 円  

◆武蔵野銀行武蔵浦和支店定期預金 （２口 計 1,005,109円）   

   505,109円 500,000円 

◆チャリティ収益について 

     資料２-2/2(省略) に基づき報告がされた。 

 

 

＜監査報告＞ 

油井良雄監事より、平成 27 年４月 19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 2277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、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 
 

     ※ 小笠原  明 理事については、本人の都合により退任の申し入れがあり、退任となった。 

 

 

◆ 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 2277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 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の移転建設が終わった（Ｈ25 年度「ふぁくとりーもくせい」、Ｈ26

年度「ほっとラウンジ」）が、それぞれの施設ではまだまだ必要な設備、備品類などがある。 

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、弾力的に資金援助して行く。 

※「ふぁくとりーもくせい」は４月より「てづくり厨（くりや）ふぁくとりー」に名称変更 

 

１．２ 行事  

 

（１）もくせい会祭り（バーベキュー大会） 

恒例になった「さぎ山記念公園キャンプ場」における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、再検討することにな

った。別途協議とする。 

※ 当初は福祉会と家族会と後援会の３組織間のギャップ解消のための手段として「祭」の位置付

けで、バーベキュー大会を始めた。一般市民の後援会員とのギャップは解消されて来た。 

（２）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丁目に移転したが、これまで通り中央区大戸一丁目

の行事「お楽しみ会」（Ｈ27 年度は 10 月 18 日）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。 

（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する。 

（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。 
 

 

 

◆ 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。 
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【【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２７年度 もくせい福祉会後援会予算（案） 

       

     
自 平成 27年４月 １日 

     
至 平成 28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  186,000 186,000 0 62名 

賛助会員費 653,000 653,000 0 210名（法人会員を含む、会員数246名） 

チャリティ収益 32,983 0 △ 32,983   

雑収入 40,276 30,000 △ 10,276 寄附金、利息等 

定期預金繰入 2,011,278 0 △ 2,011,278       

前受金（会員費） 240,000 0 △ 240,000       

繰越金 408,816 660,611 251,795 前年度繰越金 

     計 3,572,353 1,529,611 △ 2,042,742   

    
  

◆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 15,839 20,000 4,161 役員会お茶菓子 

通信費 66,954 70,000 3,046 切手、はがき、郵送料等 

事務費 2,204 10,000 7,796 領収証、プリンタ・インク代等 

行事費 0 30,000 30,000 バーベキューなど 

雑費 23,528 30,000 6,472 振込手数料等 

寄附金支出(1) 2,000,000 200,000 △ 1,800,000 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) 32,983 0 △ 32,983       

積立金 500,234 500,000 △ 234 後援会内部積立金 

予備費 95,000 100,000 5,000 施設職員餅代等 

繰越金 660,611 394,611 △ 266,000 次年度繰越金 

     計 3,572,353 1,529,611 △ 2,042,742   

       
◆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 

  
11,792 283,446 365,373 660,611 

  
       ◆定期預金残高 

      

定期預金内訳 

       （円） 

継続 505,109  500,000      1,005,109  

予算繰入         0  

合計 武蔵野銀行武蔵浦和支店定期預金 （２口） 1,005,109  
 

 

 

◆ 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。 
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【その他】 
 

◆ 傍聴していた方から、後援会と家族会と福祉会の関係性が分かり辛いとの意見があり、齋藤正男副会長から簡単

な関係性について説明がされた。 

 

＜説明概要＞ 

 後援会はもくせい福祉会を後援する組織であり、もくせい家族会とは組織的な繋がりはない。 

しかし、もくせい家族会会員のうち、多くの方が後援会の正会員、賛助会員になってくれているという人的な

繋がりがある。 

 それは昔、もくせい家族会が二つの施設を運営していたことに由来する。統合失調症の子供を抱え、大変な

中、お金と労力を注いでいたが、奮起して、1000 万円の資金を集め、社会福祉法人もくせい福祉会を立ち上

げた。 

 社会福祉法人となったもくせい福祉会は、もくせい家族会のものではなく、公的な社会資源になった。 

 公的な社会資源となったもくせい福祉会を後援するのが、当事者家族、縁ある家族だけでは力不足なので、

一般市民の皆さんにご協力していただきたいということで、私たちの後援会が設立され、今日に至る。 

 是非、後援会会員になっていただきたい。 

 

ご意見した方はその場で正会員になってくださると意思表明され、また、もっとアピールが必要との温かいご

意見をいただいた。 

 

大森会長から検討するとの回答があった。 

 

 

 

 

◆ 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 27年  ５月 24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＞ 
 


