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<<書面による意志表明>>
北海道支部
田沢 栄子
東北支部
大山 登代
東京支部
梨本 登代子
北関東支部
石山 優
南関東支部
三又 英世
東海・北陸支部 横内 康晴
京滋支部
青江 裕三
大阪北支部
今泉 賀子
阪和支部
土居 光男
奈良支部
十河 隆夫
兵庫支部
水口 時世
中国・四国支部 池川 伸良
九州支部
谷口 純一
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（会長）
（会長）
（会長）
（会長）
（会長）
（会長）
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（岡本副会長）
（会長）
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１．定足数の確認
担当：岡本
本来なら副会長の佐藤さんより確認頂く事となっているが、欠席の為、副会長の岡本さんより
幹事18名（監査役除く）に付、定足数9名となり、幹事４名出席と書面にて意思表明13名に付
計17名で定足数を満たし、当番会の成立宣言がなされた。

資料①

２．前回議事録の確認
担当：岡本
資料②
(1) 副会長の岡本さんより、来期の当番会メンバーが初参加と言う事もあり、毎回、前回の議事録の確認をさせて
頂いているとの説明を加えながら、第10期第9回当番会議事録の確認がされた。
(2) 事務局の島倉さんより、東北支部の次期の支部当番を散々当たったが、担い手が出てこないし、
人数的にも多くない事から他の支部との統合も視野に入れながら、当面は凍結させて頂くとの説明がなされた。
→舩戸事務局長より
支部当番の担い手が見つからない事は、他支部でも起こり得る事でもあるし、幹事会メンバー人選でも苦労して
いるので、当番会の任期（2年任期で3年目からは1年任期で最長4年まで）の見直しを今後の検討課題として
いきたいとの意見がされた。
３．会員数の確認と事務局連絡
担当：島倉
資料③
事務局の島倉さんより、以下の報告がされた。
(1) 入会促進の結果、三好久之さんと佐々木紳一さんが入会された。
(2) 嘱託働きさんの山本敬子さんと木村真理さんが入会された。
(3) 勤続20年未満の入会者が４名。卓球部のOB会が開催され、その際に９名（勤続２０年未満）が入会。
一方、住所不明の為、山田享禎さんを退会扱いとしましたので、総会員数は797名となりました。
４．第10時期事業計画
担当：島倉
資料④
事務局の島倉さんより、以下の報告がされた。
(1) 来期の年間スケジュール表に基に、年間行事が報告された。（詳細内容は年間スケジュール表を参照）
(2) 来期の支部当番メンバーの報告がされた。尚、年間スケジュールはその都度の当番会で確認させて頂く事とする。
① 北海道支部は玉置支部当番
② 東北支部は凍結（他支部との統合を検討）
③ 東京支部は東 支部当番（嘱託働きさん）
④ 北関東支部は石山支部当番（嘱託働きさん）
⑤ 南関東支部は村上支部当番（嘱託働きさん）
⑥ 東海・北陸支部は横内支部当番（嘱託働きさん）
⑦ 京滋支部は青江支部当番
⑧ 大阪北支部は今泉支部当番
⑩ 兵庫支部は水口支部当番
⑪ 奈良支部は3月28日（土）の支部会議で決定との事
⑫ 中国・四国支部は池川支部当番
⑬ 九州支部は谷口支部当番（嘱託働きさん）
５．支部活動報告

■ 北海道・田沢支部当番
担当：島倉
＜支部報告＞
副会長の佐藤さんが欠席の為、事務局の島倉さんより、報告された。
4年間支部当番をさせて頂きました。色々とありがとうございました。感謝の気持ちで一杯です。
これからもよろしくお願い致します。
■ 東北・大山支部当番
副会長の佐藤さんが欠席の為、事務局の島倉さんより、報告された。
先月で大山支部当番が退任されたので、報告はありません。

資料⑤

担当：島倉

■ 東京・梨本支部当番
担当：岡本
＜支部報告＞
１．1月24日（金）東京・南関東・北関東支部合同の「第33回の集い」でうおや一丁で開催。
２．参加者は東京支部の梨本さん・和木さん・中島さん。南関東支部の三又さん・新井さん・石橋さん。
（北関東支部の石山さんは欠席）
３．議題としては、次期支部当番の確認と来期の活動予定が協議された。
(1) 次期支部当番は東京支部は東 眞章さん（新任）・南関東支部は村上 和幸さん（新任）・北関東支部は
石山 優さん（再任）
(2) 来期（2020年度）の活動予定につては、次期支部当番が不参加のため、「集い」「交流会」他の予定案を
作成し３月27日（金）に開催される「第34回の集い」にて決定・作成致します。
■ 北関東・石山支部当番
担当：岡本
＜支部報告＞
１．3月27日（金）15時より、東京新宿オフィス応援室をお借りして、社友会関東３支部合同の来期（2020年度）の活動
計画を協議・決定を行い、その後「第34回の集い」を開催いたします。
２．来期よりの新たな支部当番となる東京支部の東さん・南関東支部の村上さんとも私（石山さん）も含め、社友会諸先
輩にアドバイスを頂きながら、行事・進行・お世話をさせて頂きます。
■ 南関東・三又支部当番
担当：岡本
＜ご意見＞
入会される方が南関東支部においても増加傾向にあり、現在50名？を超えたかもしれません。
心配と言っては何ですが、新しく入会された方への集い、イベントのご案内を差し上げても返答がありません。
今後、会員数も増加し、益々通信費の捻出が難しくなっているので他の支部の状況が分かれば、教えてください。
→島倉事務局より
南関東支部では参加費の一部から通信費を捻出されていたとの事だったので、今後の各種イベントの開催案内
は社友会のお知らせをする事と、出欠の有無は支部当番もしくは事務局で確認する事とするを、次期支部当番の
村上さんと確認させて頂いた。尚、この事は各支部共有事項とさせて頂くと。
＜支部報告＞
１．２月度は三支部合同の活動はございません。
２．３月27日（金）15時～17時に新宿本社をお借りして3支部合同の会議を行い、その後「第34回の集い」を開催予定です。

３．４月度より、南関東支部当番として、村上和幸さんが就任されます。
４．私、三又は3月をもって4年間の当番を退任致します。長い間、当番としてお世話出来ましたのは、
諸先輩を始め、皆様のご協力があっての事と感謝しております。ありがとうございました。
■ 東海北陸・横内支部当番
＜支部報告＞

担当：河飯

１．今期（2019年度）は期首から規約改正に伴い、新しい社友会会員も２０名以上も増えました。新しいお仲間の皆様も含

め一度、老若男女の皆様が交流できる企画も考えたいと思います。
２．会員の皆様からのご意見、ご要望がありましたら、地域本部の横内までお電話もしくはメール
（yasuharu_yokouchi@mai.duskin.co.jp）にて、ご連絡よろしくお願い申し上げます。合掌
■ 京滋・青江支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
３月度開催予定であった親睦会を４月上旬に変更とします。尚、内容詳細については、次回に報告します。
■ 大阪北・今泉支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
１．4月3日（金）開催予定の「桜をめでる会」のご案内は、以下の通りです。
(1) 日時：４月３日（金）12時から（約2時間）
(2) 場所：誠心館 ホール 昼食１２：００～１３：００
(3) 内容：ホールで昼食（12時～13時）後、本館で茶話会（13時～14時）をしながら花見
(4) 会費：3,000円
(5) 申込先：大阪北支部当番の今泉 賀子さんまで（06-6383-8994）

(6) 締切日：3月28日（月）
２．「桜をめでる会」のご案内文は、以下の通りです。
社友会の皆様、誠心館中庭の桜の木を覚えていらっしゃいますか、今春は初めての試みですが、誠心館
で花見「桜をめでる会」を開催致します。桜は、他の木に邪魔される事もなく、大きく成長しました。
社友会の皆様との集いを楽しみながら、桜を愛で今日の日の感謝を伝えたいと思います。満開の桜は、とても美しく、
眺めているだけで、幸せな気分になります。後ろから押される事もなく、ごゆっくりご覧頂けます。
是非、ご参加くださいませ。お待ち申し上げております。
→舩戸事務局長より
新型コロナウイルス発症の為、会社としても政策勉強会を皮切りに、一堂に会する会合は自粛・延期となって
おりますので、社友会としてもそれに準じたいと思いますので、新型コロナウイルスが終息するまでは
自粛・延期と致します。
■ 阪和・土居支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
１．3月末に花見ハイキングを予定してましたが、今回の新型コロナウイルスの影響を考え、中止としました。
次回は11月度に紅葉ハイキングを予定しています。
２．私ごとですが、４年間の支部当番を終わらせて頂きます。多くのメンバーに支えられ感謝申し上げます。
３．高野山の紅葉・吉野山の桜・奈良の紅葉・鞍馬の紅葉ハイキングに加え、年2回の親睦ゴルフ会。そして、
新年会等開催させて頂きましたが、多くの反省と提案不足もありましたが、４年間お力添え頂き、ありがとうございました。

４．今年からは新支部当番 森さんの補佐役として阪和支部のお手伝いしていきます。
■ 奈良・十河支部当番
＜支部報告＞

担当：黒田

１．3月28日（土）16時より、ＪＲ王寺駅前の「レストランさと王寺店」で、今期最終の親睦を深める事と、支部当番及び。

事務局メンバーを決定する予定です
２．支部当番は主に社友会事務局でとの窓口になり、事務局は支部当番と連携しながら会員のお世話等をして貰います。

３．支部当番の十河 隆夫さんと事務局の石本 雅夫さんの両名は、次期役員決定を以って退任とします。
■ 兵庫・水口支部当番
＜支部報告＞
先月新年会を開催して当面は活動予定が有りません。

担当：黒田

■ 中四国・池川支部当番
＜支部報告＞
特にありません。

担当：舩戸

■ 九州支部・谷口支部当番
＜支部報告＞
特にございません。

担当：舩戸

６．社友会からのお知らせ
担当：島倉
資料⑦
副会長の佐藤さんが欠席の為、事務局の島倉さんより、社友会からのお知らせ102号（3月）の確認がされました。
(1) 大阪北支部の支部活動報告でもあったように、「桜をめでる会」の案内は、削除させて頂きます。
(2) 新型コロナウイルスの発症に伴い、一堂に会する各種イベント等は、自粛・延期とさせて頂きますと掲載させて頂く。
７．スケジュール確認
担当：舩戸
資料⑧
舩戸事務局長より、先程、島倉さんより事業計画においてご報告がありましたので、割愛させて頂くとの報告がなされた。
８．当番会幹事互選
(1) 事務局の島倉さんより、来期の当番会幹事の互選がされ、満場一致で以下の通り承認された。
① 会長：上田 倫子＜新任＞（嘱託働きさん：ミスタードーナツ事業本部）
② 副会長：佐藤 純＜再任＞
③ 副会長：泉 佐和子＜新任＞
④ 事務局長：舩戸 真＜再任＞（嘱託働きさん：人事部）
⑤ 会計・監査：遠藤 恵子＜新任＞
(2) 新旧の幹事会メンバーより、自己紹介を兼ねて、今期で退任される方は今までの感想と、新任者からは抱負が
述べられた。（詳細内容は割愛）
(3) 舩戸事務局長より、4月1日には執行役員さまに社友会幹事メンバーの紹介を兼ねた挨拶をさせて頂いておりますが、
今年は新型コロナウイルスの発症もあるので、延期とさせて頂く。今後の予定としては、6月度の株主総会後の
「ふれあいの会」の開催前に予定をしたいとの報告がされた。
９．その他
訪販グループの商品開発・企画部の室長の小田さん・日置さん・谷口さんにお越し頂き、
社友会メンバーへに対して、ダスキン商品の新商品紹介や、組織員さん価格での販売を

させて頂くとのご案内がされました。特に、説明商品や売切り商品が買い求めがしやすくなるとの事。
(1) 社友会からのお知らせ102号（3月）に案内文を掲載します。
(2) 「ス～ス～」の夏向け商品カタログと、キャラクターのダス犬を型押ししたマルチポーチを同封して頂けるとの事。

