ダスキン社友会 第10期第8回当番会 議事録
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１．定足数の確認
担当：佐藤
資料①
副会長の佐藤さんより、幹事18名（監査役除く）に付、定足数9名となり、幹事5名出席と書面にて意思表明13名に
付計18名で定足数を満たし、当番会の成立宣言がなされた。(今回もオブザーバーの泉さんが参加）
２．前回議事録の確認
担当：岡本
資料②
副会長の岡本さんより、第10期第7回当番会議事録の確認がされた。
(1) 舩戸より、前回の北関東支部からの報告で領収書の件があったが、結果的には現役働きさんが
社友会の会合に参加する際には、開催する店舗の領収書を発行して貰い、その領収書で会社で
精算する事となったとの報告がされた。
(2) 島倉さんより、北関東支部のみならず、南関東支部・東京支部も現役の働きさんが参加され場合は、
領収書を発行して、会社精算される事になったの報告がされた。
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) 先月の入・退会は高齢による退会希望者が2名、勤続20年未満の入会者が2名となり、
会員数は前月同様の777名です。今回、2名の退会者は電話での連絡で、社友会の会員であった事に
大変、感謝されておられました。
(2) 先月、ご逝去されました上山 友栄さんについては第100号の社友会からのお知らせに掲載させて頂きます。
４．次期当番の人選について
担当：舩戸
資料④
舩戸より、現時点での人選については、とても難航している状況であるが、引き続き、島倉さんの一緒に
人選をさせて頂くとの報告がされた。
５．支部活動報告
■ 北海道・田沢支部当番
担当：佐藤
資料⑤
＜支部報告＞
(1) 11月26日（火）18時より、9名の参加で忘年会開催させて頂き、1年間の行事についての反省と
来年の行事について協議を行い、2020年4月度に最終決定する事とした。
(2) 来期の支部当番についても協議を行い、「玉置 英夫さん」に決定した。
(3) 協議後は現役時代の思いで話で盛上り、楽しい締め括りとなりました。1年間ありがとうございました。
■ 東北・大山支部当番
＜支部報告＞特にありません

担当：佐藤

■ 東京・梨本支部当番
担当：岡本
＜支部報告＞
(1) 11月29日（金）に東京・南関東・北関東３支部合同による「第９回交流会（うおや一丁銀座本店）」を開催。
(2) 参加者は東京支部5名・南関東支部5名・北関東支部2名、支部以外1名、現役働きさんは東京地域本部4名
南関東地域本部1名、北関東地域本部1名の合計19名となり、とても楽しい時間を過ごせました。
1年間、ありがとうございました。感謝申し上げます。

■ 北関東・石山支部当番
担当：岡本
＜支部報告＞
(1) 11月29日（金）に3支部合同による「第9回交流会」を開催いたしました。
(2) 参加人数の合計は19名で、北関東支部からは2名の参加でした。今回は、3地域本部長3名に加え、現役働
きさん3名に参加頂き、有意義な交流が図れました。
(3) 前回、報告させて頂いた領収書の件は、島倉さんのアドバイス通り、開催会場に参加人数分の領収書を発行頂く
事としました。
(4) 現役働きさんには領収書を発行する事で、参加がしやすくなるので、多くの若い世代の現役働きさんとの
交流が深まればと思っております。
■ 南関東・三又支部当番
担当：岡本
＜支部報告＞
(1) 11月29日（金）17時～19時に「第９回交流会（魚や一丁銀座本店）」で計19名で開催させて頂きました。
(2) 今回、現役の働きさんが6名と、大阪から出口 久三さんにも参加頂き、出口さんのお元気なお姿を
拝見出来た喜びと、各自より日頃の活動について報告を頂き、大変盛上りました。
(3) 来年の8月22日（土）は、創業者 鈴木清一没後40年を迎えますので、多くの方々と麹町教会への
お参りを企画したいと思います。
(4) 今回の交流会出席者は以下の通りです。
① 北関東支部：飯塚 修三さん・石山 優さんの2名。
② 東京支部：牛田 明美さん・小笠原 繁一さん・中島 義博さん・梨本 登代子さん・和気 健次さんの5名。
③ 南関東支部：石橋 賢二さん・戸澤 洋子さん・長沼 洋一さん・吉岡 正量さん・、三又 英世の5名
④ 3支部以外：出口 久三さんの1名。
⑤ 現役働きさん：南関東：馬場 俊克さん、北関東：岡本 千稔さん、東京：岩本 順一さん、関下 明裕さん
小堀 有子さん・鳥飼 和代さんの6名。
■ 東海北陸・横内支部当番
担当：河飯
＜支部報告＞
(1) 11月16日（土）愛知中央工場ダスキンファミリー感謝デーに土岐 洋さん、畑田 久貢さんに参加頂き
元気なお姿が拝見出来た事を嬉しく思っております。ご協力に感謝申し上げます。
■ 京滋・青江支部当番
＜支部報告＞
特にありません。

担当：黒田

■ 大阪北・今泉支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
(1) 大阪北支部新年会へのお誘いの案内を第100号の社友会からのお知らせに掲載をお願いします。
(2) 文面は以下の通りです。
元働きさんにとっては、ふる里とも言える「誠心館」に集い、新年を祝し、鍋を囲みながら旧友との交流を
深めませんか！毎年参加されている方・最近入会され参加を迷っている方・久振りに会ってお喋りを楽し
みたい方々のご参加をお待ちしております。
「元気で良かった」「逢えて良かった」「お世話になります」と感謝を伝えながら、美味しいお肉を頂きたい
と思いますので。より多くのお申込みをお待ち申し上げております。
◆ 日時：令和2年（2020年）1月30日（木）13時～誠心館
◆ 開催場所：誠心館
◆ 会費：お１人さま5,000円
◆ 申し込み先：今泉 賀子さん（06-6383-8994） 又は社友会事務局（06-6821-6532）まで
■ 阪和・土居支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
(1) 11月29日（金）に親睦ゴルフを開催しました。
(2) 2020年1月22日（水）に新年会の開催致しますので、 案内文を第100号の社友会からのお知らせに
掲載をお願いします。尚、当初は2020年1月24日（金）の予定でしたが、日時が変更となった事にご留意頂きたい。
■ 奈良・十河支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
(1) 忘年会を前倒しして9月度に懇親会を開催済の為、今年の忘年会の開催はありません。
(2) 来春に役員改選がある為、3月中に懇親会を開催の予定です。
■ 兵庫・水口支部当番
担当：黒田
＜支部報告＞
(1) 「令和2年度（2020年度）新年会」は以下の通りですので、案内文を第100号の社友会からのお知らせに
掲載をお願いします。

◆ 日時：令和2年（2020年）1月11日（土）11時30分～14時頃まで（受付は11時より）
◆ 開催場所：中華「東光」（神戸ＪＲ元町駅前）
◆会費：お１人さま 8,000円
※出欠の有無については、既に往復葉書きで送付しておりますが、それ以外でご参加される場合は、
水口さんもしくは社友会事務局までお願いします。
■ 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．第10期第99号ダスキン社友会からのお知らせ
担当：佐藤
資料⑦
副会長の佐藤さんより、第10期第100号の社友会からのお知らせの確認がされ、特筆すべき報告はなかった。
７．スケジュール確認
担当：舩戸
舩戸より、今後の当番会の日程の確認と2020年1月30日(木）に開催される北大阪支部の新年会の
参加要請がなされた。

資料⑧

８．その他
(1) ダスキン愛の輪基金より室山さんと冨田さんにお越し頂き、愛の輪会員加入促進の依頼がされ、
以下の対応をする事とした。
① 第10期第101号の社友会からのお知らせに、1月27日（月）にミスタードーナツで開催される
「反省と感謝の日」では、10％が愛の輪に寄付されるので、その日にはミスタードーナツでお買い上げ頂く
訴求内容を掲載を掲載する。
② 第10期第102号の社友会からのお知らせに、愛の輪基金特集として、愛の輪運動の成立ち・目的
会員の種類・費用・お支払い方法等を訴求内容を掲載する。
③ 定期的に社友会からのお知らせに愛の輪基金の会員募集を掲載する
④ 以上の内容について、愛の輪基金より原稿を頂く。
(2) 島倉さんより来年3月末で東京支部の支部当番の梨本さんが任期満了となるので、後任を人選頂いているが
難航しているとの事。万が一、後任が見つからない場合は、以前から提案があるように北関東・南関東・東京
の3支部を統合する事とするの提案がなされた。
(3) 島倉さんより「長寿の賀」を募集している中で、北山 勲さんから頂いている原稿が高尚過ぎて、解読が極めて
困難なので、どうしたものか？との提案がされ、協議した結果、その掲載は中止とさせて頂き、その代り、別の原稿
を頂く事とする事とした。掲載出来ない事のお詫びと別の原稿を頂くお願いを込めたお手紙を舩戸が実施する
事になった。
(4) 会長の黒田さんより第10期第101号の社友会からのお知らせが、新年号になるので、挨拶文が
必要なのではとの確認がされ、年内一杯に提出頂く事となった。

稿

