
令和４年５月号

松本地区シルバー人材センター

会員互助会

編集長：多田井健治

ＶｏL 43

日　　程 事　業　内　容 会　　議　　名 主　議　題・内　容　等

  4月 13日  代議員会  ①Ｒ３年度事業結果報告　②Ｒ４年度事業計画　等々

  4月 21日  第１回幹事会  ①今期事業確認、役割分担等々　②日帰りバスの旅検討

  5月 上旬  互助会だより　Vol43  ①Ｒ４度事業計画告知　②サークル一覧及び募集

  5月 18日  日帰りバスの旅  日帰りバスの旅　行先：昼神温泉

  5月 26日  サークル代表者会議  ①サークルの確認及び助成金支給　②作品展取り組み

  6月  9日  第２回幹事会  ①親睦旅行検討　②新年会会場検討

  7月 上旬  互助会だより　Vol44  ①１泊２日親睦旅行参加者募集　②会員作品展出品募集

  8月 18日  第３回幹事会  ①親睦旅行詳細打合せ　②会員作品展企画検討

 9月13～14日  １泊２日親睦旅行  伊豆方面(昨年予定の場所)　参加者90名予定

 10月  6日  第４回幹事会  ①作品展打合せ　②親睦旅行総括　③新年親睦会企画

 10月 上旬  互助会だより　Vol45  ①作品展出品募集　②親睦旅行報告

11月11日～12日  会員作品展  シルバーまつりの一環でサークル発表会

 12月  1日  第５回幹事会  ①新年会議打合せ　②作品展総括　　③互助会だより

  1月 上旬  互助会だより　Vol46  ①作品展報告カラオケ発表会　②ｻｰｸﾙ紹介と会員募集

  1月 20日  新年交流会  昨年はホテルモンターニュ松本を予定した

  3月 16日  第６回幹事会  ①Ｒ５年度代議員会の事前審議

  3月 27日  監査会  Ｒ４年度事業・会計監査

【今期事業計画概要】　令和４年４月～５年３月

互 助 会 だ よ り 

日帰りバスの旅  

        行先：昼神温泉 元善光寺 
 

    ５月１８日(水）   参加費 6，000円 

一泊二日の親睦旅行  

               行先：伊豆方面   

９月１３(火） ～１４日(水)  

新年交流会  

       会場：ホテルモンターニュ松本 
 

 令和５年１月２０日(金） 参加費6，000円 

会員作品展  

       会場：あがたの森 
 

        11月１１(金） ～１２日(土)  

お問い合わせは事務

局の新田(ﾆｯﾀ)まで 

 📱090-4626-6541 

これからの互助会行事に参加しませんか ！ 

感染症対策で出席者は地区班長に限っての開催となりま

したが島村会長・青木理事長の挨拶の後、Ｒ３年度事業

報告・決算報告ひき続き今年度の事業計画予算案を審議

して、原案通り承認いただきました 

４月１３日：松本総合社会福祉センター 

島村会長の挨拶 

議長は蜂谷さん 

青木理事長の挨拶 

予算執行状況 

を質す代議員 



 １回～２回／月  センター多目的ﾎｰﾙ

 月曜日　  えがお講座室

 うぐいすの会  ２回／月  南部老人福祉ｾﾝﾀｰ

互助会「サークル活動」一覧表

会員サークル名 活　　　動 場　　　所 代　　表　　者

 1  7  手まりの会  森下 幸子 ４８－３２８５

 (カラオケ)  月曜日又は火曜日  城東公民館 

 １回～２回／不定期  センター多目的ﾎｰﾙ

 年１～２回写真展  なんなん広場 

 四季を歩く会

 (ウォーキング) 

 水曜日　

 １回／月
 第２金曜日

 １回／月
 第２月曜日

役　割 ﾌﾞﾛｯｸ 氏　　　名 役　割 ﾌﾞﾛｯｸ 氏　　　名 役　割 ﾌﾞﾛｯｸ 氏　　　名

会　長 北西部  島村　公章 幹　事 東　部  笠原　正晴 幹　事 北西部  横井　篤雄 

副会長 西　部  多田井　健治 幹　事 南東部  小林　益人 幹　事 西　部  渡辺　一 

副会長 南東部  新田　利子 幹　事 北西部  佐藤　章 幹　事 中心部  東山　厚生 

幹　事 西　部  新井　康玄 幹　事 北　部  貫井　久美子 事務局長 センター  平林　泉 

幹　事 北西部  飯島　一甚 幹　事 北　部  平瀬　元男 監　事 南西部  上條　英雄 

幹　事 北　部  宇留賀とも子 幹　事 波　田  南山　政子 監　事 山形村  矢田　順二 

 4 4  シルバー写真ｸﾗﾌﾞ

 酒井 幸子 ３２－９６６６

 3 16  寺島 健次 ３２－０９９１

 2  5  表装の会  ２回～３回／月  センター多目的ﾎｰﾙ

 百瀬 森司 090-8729-0982

 5 37  １回／月  中南信地域他  長田 慶喜 ５５－８２８８

 6 9  木工教室
 岡田農林漁業
　　　　体験実習館

 西田 征一郎 ３６－００９１

 中澤 隆明 090-2209-9566

 8 10  健康麻雀クラブ  えがお講座室  関　桂一 090-8818-3682

 7 7  つぐらの会

 ２回／月(土曜日)
 ３月～１２月 

 不定期
 １１月～３月 

 １回／月
 大会の開催　

 高山 忠久 ４８－３３４１

 10 10  木彫りの会  えがお講座室  大沢 松子 ３５－８１６４

 9 16  デジカメクラブ  中南信地域他
 随時撮影会を実施
 相沢病院等に写真展示 

 １回～２回／月

 平瀬 元男 090-9805-4513 13 16  山麓を歩く会  不定期  山麓を四季毎随時

令和４年度幹事監事名簿

 川船 さと ４７－６８１３

 12 6  リメーククラブ  えがお講座室  宇留賀とも子  090-5431-4706

 11 5  いとあそびの会  えがお講座室

Ｒ４年５月１日現在 

モノ作り 

健康作り 

感動・共感 

右脳の覚醒 

仲間作り 

 やりたい！新たに立上げたい！・・・等々サークルに関するお問い合わせは  新田(ﾆｯﾀ)まで📱090-4626-6541 


