平成 29 年度 第一回滋賀支部役員会議事録

１.日

時

平成 29 年 6 月 23 日（金）
・・・・・・14 時～16 時 30 分

２.場

所

NTT 滋賀支店ビル

３.欠席者

７Ｆ 会議室

１０名
・平井・寺元・佐藤・荻野・太田
・森川・岩田・槇島・山本（紀）・志村
【支部役員 44 名中３4 名出席】

４.支部長挨拶要旨
役員の皆様には、お忙しいところ役員会にご出席いただきまして大変有難うございます。
本日は、平成 29 年度第一回目の役員会議であり、先日の総会においてご承認いただ
きました本年度の各種施策の実施計画に対し役員の皆様と意識合わせをするための会議
であります。
昨年は、１４名の役員が改選され今回は１名のみの改選で、役員の皆様は１年を経過
し色々経験をされてそれぞれ思いがあると思いますので、積極的にご意見をいただき今
後の会の運営に役立てたいと思いますのでよろしくお願いします。
主な施策につきましては、会員増強と会の活性化であります。
会員増強については、役員の皆様方が日頃から未加入会員に対し積極的に声かけをして
いただくなど地道な会員増強活動へのご協力をお願いしたいと思います。
また、会の活性化については、サークル活動への参加者数であります。
今年は、１１月に一泊二日の親睦旅行が計画されている。会の活性化を見るひとつの目
安としては、参加者数で参加者数が増加すれば、会の活性化の根拠ともなりますので是
非とも役員の皆様方が中心となって積極的にサークル活動、親睦旅行に参加していただ
けるよう、お声かけしていただけるようお願いしたい。
また、今年は関西本部で新たに 29 年度の施策を見直すとともに、更に 30 年度に向け
て施策の検討が始まります。
そのひとつは、電友会としての収支改善の取り組みとして現在の慶弔関係の見直しを
進めることとなっています。７月の支部長会議において、各支部長から意見を聞いて何
らかの方向性が提案されるものと思います。
それらの具体的な内容が決まれば、滋賀支部においても臨時の役員会を開催するなど
考えて行きたいと思います。
今後も役員の皆様方の力を借りて電友会活動を進めたいと思いますのでよろしくお願
いします
それでは、今年度も【明るく、楽しく、生き生きと】をモットーに、役員の皆様方よ
ろしくお願いします。
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５.審議等事項
（1）支部総会模様について
（2）平成２9 重点取り組み施策について

資料 1 により説明
資料 2 により説明

（3）平成２9 年度年間活動計画について

資料 3 により説明

（4）役員の業務分担について

資料 4 により説明

「新役員向けの地区幹事業務を説明」
（５）サークル委員としての所属サークル選定について

資料 5 により説明

（６）会員の訃報連絡体制について

資料 6 により説明

（７）平成２9 年度ＮＴＴビル除草担当者割り付けについて

資料 7 により説明

（８）ボランテイア活動賞候補の推薦について

資料８にて説明

（９）ふれあいチーム活動について

資料９により説明

（10）弔慰・病気見舞金の取り扱いについ

資料１０により説明

（11）その他
・支部会計細則の一部改正について

別紙 1 により説明

・平成 29 年度サークル活動支援金について

別紙 2 により説明

・平成 29 年度電友会滋賀支部役員名簿

別紙 3 により説明

・平成 29 年５月末支部別会員数

別紙 4 により説明

・平成 29 年度会員の慶寿状況

別紙 5 により説明

・平成 29 年度会費収納状況にいて

別紙 6 により説明

・総会出欠ハガキによる近況データ

別紙 7 により説明

・電友会滋賀支部地区別会員名簿

別紙 8 配付

追加 第二回支部役員会の開催予定について
平成 29 年１１月２日 午後２時から開催します。

６.追記説明事項
（1）平成 29 年度重点取り組み施策について 【資料 2・3 関連】
平成 29 年度においては、役員会が従来の年４回から３回に変更になったことか
ら役員会議における主な議題については次の通りです。
第二回役員会（11/2 開催予定）
・会員の近況把握調査について・・・１１月～２月末実施予定
・ＰＪ体制による会員増強活動について（部門別）
・・・１１月～3 月中旬実施予定
第三回役員会（３月下旬開催予定）
・平成 29 年度事業取り組み結果について
・平成 30 年度事業計画について
・総会議案検討
（2）支部役員の業務分担について

【資料 4 関連】

地区幹事の具体的業務については、記載している通り会員とのふれ愛活動とし
て会員の近況把握等の情報収集であります。会員からの意見・要望を事務局に
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反映していただくものであります。
なお、総会資料の配布時における年会費の受領もお願いしているものでありま
す。
（3）ＮＴＴ無人ビル除草計画について

【資料 7 関連】

今年度対象ビルは資料では 18 ビルとなっていますが、彦根地区の多賀ビルが対
象外となりましたので資料変更します。１７ビルに訂正お願いします。
なお、ＮＴＴよりビル毎の作業予定と従事予定者の報告を求められているので予
定が決定すれば事務局までご連絡下さい。また、無人局のカギ番号の変更が 7 月
下旬実施される予定ですので連絡が入り次第関係者に連絡します。
（4）「ふれ愛チーム」の活動に関する支援物品の購入について
本年度も関西本部からボランティア活動の支援として物品購入に関する支援があ
りますので希望の機器等があれば事務局までご連絡下さい。
概ね２万円程度の支援額となるようです。
【役員からの希望】
・剪定用トリマー ・ブロアー ・剪定ハサミ
別途販売店で見積書を調達し関西本部へ報告することとします。
（5）ボランティア活動賞の推薦について

【資料 8 関連】

「ボランティア活動賞候補の推薦について」は、特に永年地元で地道な活動をし
ておられる方がおられましたら是非情報をいただきたい。
報告期限・・・7 月 10 日迄に事務局へ推薦いただきたい。
（6）弔慰・病気見舞金の取り扱いについて 【資料 10 関連】
病気見舞い金については、本人からの申告制となることから役員の方々は自担
当の会員情報の収集にご協力いただきたい。
今回、総会出欠ハガキにも結構入院中等の近況報告でありました。別途資料も
添付していますのでよろしくお願いします。
（7）支部会計細則の一部改定について

【別紙 1 関連】

今回の支部会計細則の改定については、昨年第四回役員会において滋賀支部も
会員減少等の影響から収支が厳しくなってきている。そのため、支出経費の見
直しを提案していました。役員会の年４回から 3 回への変更と、今回のサーク
ル活動支援金の算出方法を見直し支援金総額の 10％削減を実施したい。
ついては、
平成 29 年度分の各サークル別の支援金については資料 18Ｐのとお
りであります。
（算出金額の基準となる定額部分の一律 10％カット）
役員賛成多数で承認されました。
なお、各サークルリーダには支部から個別に連絡することとします。
（8）年会費の収納状況について 【別紙 6 関連】
22Ｐの【年会費の収納状況（未納者）について】は６月 19 日現在の未納者リ
ストで、今日現在既に高島地区万木・小島様 が入金済みであります。
なお、今後未納者については、7 月に事務局から文書により支払いのお願いを送
付しますので、８月以降各地区役員の方々に徴収の協力をお願いすることとしま
す。
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一部未納者のうち資料に掲載していないが、2 名が２８年度分未納で２９年度分
を支払っている会員がいるが、これらは当該の会員に対し事務局から連絡します。
今後、会費徴収の際は前年分の支払い状況を確認するようお願いしします。
（9）平成 29 年度総会返信ハガキアンケートについて 【別紙 7 関連】
・ハガキの返信数６８８枚（前年６６９名）返信率 67.3％（前年 65％）
・健康状態 回答によるお元気率 67％
・生活状況 一人暮らしの会員
年齢別

69 名 （前年６０名）

60 代・・8 名 ７０代・・21 名 ８０代以上４０名

（注）地区役員の担当会員についてのみ情報提供しますが、個人情報となりま
すので扱いは注意して下さい。
８.その他
・新入会員に関する情報については、ＨＰに情報掲載しているが住所等が分からな
いので個別情報として地区役員にも周知してほしい。

【事務局了解しました。】

・事務局からのお願い
各地区単位の役員別の会員名簿を配付していますが、会員の一部について担当変
え等の必要がある地区幹事については事務局まで連絡下さい。
【会員名簿取扱注意】
・会員名簿の整理方法について大津地区から意見がありました。
今後作成する会員名簿から役員名簿とは別に従来からの地域を考慮した掲載順に
整理することとします。
・第２回役員会議について
平成 29 年１１月２日（木）開催する役員会においては、ＮＴＴの支店長の講演
を予定しています。
１４時～ ＮＴＴ滋賀支店ビル ７階

会議室

以上
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