
ふたばの会 

平成 24 年度定例総会 

 

議事次第 

１．  開会の辞 

２．  代表の挨拶 

３．  議長選出 

４．  議事 

第１議案   平成 23 年度活動報告 

第２議案   平成 23 年度収支決算報告 

第３議案   平成 23 年度監査報告 

第４議案   平成 24 年度活動計画案 

第５議案   平成 24 年度活動予算案 

第６議案   平成 24 年度新役員承認 

第７議案   会則の改定について 

５．  議長解任 

６．  閉会の辞 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 5 月 20 日（日） 

午後１時１５分～ ふたばの会総会 

午後２時３０分～ 佐久間寛厚氏講演会 

この資料は、総会当日必ずご持参ください。 



ふたばの会　平成23年度　活動報告

月 日 内容 場所
11日（土） 役員会 総合福祉センター
17日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
19日(火） 初台リズム 初台青年館
23日(土） 父親会　勉強会親睦会 総合福祉センター
24日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
24日（日） 会報印刷・発送 烏山区民センター
　７日（土） 役員会 総合福祉センター
16日（日） 総会・谷口奈保子氏講演会 総合福祉センター
17日（火） 初台リズム 初台青年館
21日(土） 父親会　勉強会親睦会 烏山区民センター
22日(日） 玉川地域親睦会 上野毛
29日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
29日(日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
29日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
4日(土） ﾃｨｰﾝｽﾞ主催ボーリング大会 世田谷区桜　オークラランド
4日(土） 役員会 総合福祉センター
14日（火） 初台リズム 初台青年館
18日（土） 父親会　勉強会親睦会 総合福祉センター
19日（日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
26日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
26日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
28日（火） ﾐﾙｷｰ主催親子フラワーアレンジ 代々木オリンピックセンター
２日(土） 烏山地域親睦会 千歳温水プール希望ヶ丘公園
２日(土） 砧地域親睦会 成城
3日（日） 世田谷地域親睦会 世田谷桜　藍屋オークラランド
9日（土） 役員会 総合福祉センター
10日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
13日(火） 名簿印刷作業 深沢まちづくり出張所
16日（土） 父親会　勉強会親睦会 経堂地区会館
24日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
24日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
26日（火） 初台リズム 初台青年館
29日(金） ジャンプ　ﾟ懇親会　カラオケ 千歳船橋
2日（火） ミルキーランチ会 経堂
20日(土） 父親会　多摩川花火見学 多摩川上野毛　
23日（火） 初台リズム 初台青年館
28日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
3日(土） 役員会 総合福祉センター
11日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
11日（日） 就学相談会 総合福祉センター
13日（火） 初台リズム 初台青年館
17日(土） 父親会　勉強会親睦会 粕谷区民センター
18日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター

23日(金）～２４日（土）ﾃｨｰﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾝﾌﾟ　合同合宿 群馬県川場村ふじやまビレジ
25日(日） 北沢地域親睦会 北沢
25日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
26日（月） 玉川地区ランチ会 上野毛
9日(日） 役員会 総合福祉センター
16日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
18日（火） 初台リズム 初台青年館
22日(土） 父親会　勉強会親睦会 粕谷区民センター
28日（金） キッズ　ランチ会 世田谷
30日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
30日(日） 会報印刷・発送 烏山区民センター
31日(月 玉川地域親睦会 上野毛

4月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月



8日（火） 初台リズム 初台青年館
13日(日） 役員会 総合福祉センター
19日(土） 父親会　勉強会親睦会 総合福祉センター
19日(土） 砧地域親睦会 成城
20日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
20日（日） 世田谷地域親睦会 世田谷桜　藍屋オークラランド
23日（祝･水） キッズ遠足 多摩動物公園
27日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
27日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
29日(火） 玉川地域親睦会 上野毛
4日(日） 役員会 総合福祉センター
4日(日） 父親会　忘年会 北沢
6日（火） 初台リズム 初台青年館
11日（日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
17日(土） クリスマス会 成城ホール
18日（日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
25日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
12日(木） 玉川地域新年会 上野毛
15日（日） 役員会 総合福祉センター
21日(土） 砧地域役員選出会 大蔵団地集会室
21日(土） 父親会　年間日程策定　新年会 総合福祉センター
21日(土） 世田谷地域親睦会 三軒茶屋
22日(日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
29日(日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
29日(日） 玉川地域親睦会・役員決め 上野毛
29日（日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
5日（日） 役員会 総合福祉センター

4日（土）～5日(日） ﾃｨｰﾝｽﾞ　ジャンプ　合同合宿 代々木オリンピックセンター
5日（日） ｼﾞｬﾝﾌﾟ　長谷川先生成人期勉強会代々木オリンピックセンター
12日（日） 北沢地域親睦会 北沢
14日（火） 初台リズム 初台青年館
17日(金） ミルキー　ランチ会 駒沢
17日（金） キッズ　ランチ会 世田谷
18日(土） 父親会　勉強会親睦会 松原地区会館
19日（日） プールで遊ぼう 総合福祉センター
19日(日） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
25日（土） 烏山地域親睦会 世田谷桜オークラランド、藍屋
26日(日） 砧地域役員選出会 総合福祉センター
26日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
4日(日） 役員会 総合福祉センター
4日(日） ﾃｨｰﾝｽﾞ主催　東京タワー見学 港区　東京タワー
11日(日 プールで遊ぼう 総合福祉センター
12日（土） 玉川地域親睦会 上野毛
17日(土） 父親会　自転車練習会(雨天中止代々木公園
20日(祝・火） キッズ遠足　 御岳山
20日(祝・火） 赤ちゃん体操 総合福祉センター
25日(日） 会報印刷・発送 粕谷区民センター
27日（火） 初台リズム 初台青年館
30日(金） お花見 羽根木公園

　　１２月

１月

２月

３月

１１月



（収入の部） （単位：円）

予　算 収　入 差　額 備　考

前年度繰越金 451,860 451,860 0

会　費 (JDS年会費含む） 935,000 981,150 46,150

参加費 (クリスマス会） 25,000 25,500 500

（赤ちゃん体操） 30,000 43,500 13,500 10回分

ミニブック売上 2,100 2,100

受取利息 46 46 郵便預金利息
寄付金 3,000 3,000 ふたば賛助会員　中西様

助成金 90,000 92,000 2,000 社会福祉協議会より

　　収入合計（A) 1,531,860 1,599,156 67,296

（支出の部）

予　算 支出 差　額 備　考

JDS支部会費 524,000 563,200 -39,200

通信費 （会報送付等） 50,000 41,305 8,695 全額会報送料

事務費 25,000 12,653 12,347

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費 4,200 4,310 -110

謝礼 （講師） 30,000 10,000 20,000 ※

（託児） 10,000 0 10,000

活動費 （赤ちゃん体操） 140,000 134,100 5,900

（ミルキー） 15,000 15,000 0

（キッズ） 15,000 13,522 1,478

（ティーンズ） 15,000 15,000 0

（ジャンプジャンプ） 15,000 15,000 0

（父親会） 15,000 15,000 0

（各地域） 25,000 25,000 0

（役　員） 30,000 30,000 0

ボランティア費 70,000 51,995 18,005

クリスマス会 125,000 124,750 250

慶弔費 10,000 0 10,000

保　険 10,000 0 10,000

その他 （マイク使用料他） 0 1,700 -1,700

（送金手数料） 0 710 -710 JDS送金

（施設使用料） 0 2,620 -2,620 けやきネット

予備費 403,660 0 403,660

　　支出合計（B) 1,531,860 1,075,865 455,995

　　次年度繰越金（A)-（B) 0 523,291

※　区からの助成金1.5万円あり　区から直接、講師の口座へ振込の為、計上していない。　

（周年行事積立金）
平成20年度分 74,810

平成21年度分 102,204

合　計 177,014

上記監査の結果、正当であることを認めます。

　 　　　　　　平成　　　年　　　　月　　　　日

会計監査

科　　　目

　　　平成23年度会計報告
　　　（自：平成23年4月1日　　至：平成24年3月31日）

科　　　目



ふたばの会 平成 24 年度 活動計画案 

実施月 実施事業名 実施場所 実施内容 

役員・ 

地域リーダー・ 

年齢別リーダー会 

総合福祉センター 会の課題討議・ＪＤＳとの連絡 

行事計画・実施に向けての段取り、

反省、新会員の相談、情報交換 

父親会 総合福祉センター 勉強会、懇親会 

広報 未定 ふたばの会会報の作成、発行 

ＪＤＳニュースの発送 

毎月実施 

赤ちゃん体操 総合福祉センター 赤ちゃん体操の計画、実施 

新赤ちゃん会員保護者へのケア 

５月 定例総会 総合福祉センター 全会員対象、年一回の総会 

６月 ｼﾞｬﾝﾌﾟ･ﾃｨｰﾝｽﾞ共同旅

行・合宿 打合せ 

総合福祉センター 実施時期、場所の検討 

６～７月 就学報告アンケート 

調査 

 23 年度就学状況アンケート調査、 

集計結果を会報掲載 

砧地域親睦会 未定  

北沢地域親睦会 未定  

世田谷地域親睦会 未定  

玉川地域親睦会 未定  

烏山地域親睦会 未定  

ミルキー センターその他 赤ちゃん体操、プール、リズム 

キッズ 未定  

ティーンズ 未定  

ジャンプジャンプ 未定 ｼﾞｬﾝﾌﾟ･ﾃｨｰﾝｽﾞ共同旅行・合宿 

前期 

4～9月 

父親会 未定 月 1回 

砧地域親睦会 未定  

北沢地域親睦会 未定  

世田谷地域親睦会 未定  

玉川地域親睦会 未定  

烏山地域親睦会 未定  

ミルキー センターその他 赤ちゃん体操、プール、リズム 

キッズ 未定  

ティーンズ 未定  

ジャンプ 未定  

後期 

10～３月 

父親会 未定 月一回 

９月 就学についての 

相談会 

総合福祉センター 就学全般に関する学習会と情報交

換 

12 月 クリスマス会 未定 全会員対象のクリスマスパーティー 

３月 お花見 未定 会員の懇親会 



（収入の部） （単位：円）

予算額

前年度繰越金 700,305 周年行事積立金177,014円含む

会　費（JDS年会費含む） 959,000 正会員129名　賛助会員16名

参加費 (クリスマス会） 25,000

（赤ちゃん体操） 40,000

助成金 90,000

収入合計 1,814,305

（支出の部）

予算額

JDS支部会費 540,000

通信費 （会報送付等） 60,000

事務費 25,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費 4,300

謝礼 （講師） 30,000

（託児） 10,000

活動費 （赤ちゃん体操） 140,000

（ミルキー） 15,000

（キッズ） 15,000

（ティーンズ） 15,000

（ジャンプジャンプ） 15,000

（父親会） 15,000

（各地域） 25,000

（役　員） 30,000

ボランティア費 100,000

クリスマス会 150,000

周年行事 300,000

慶弔費 10,000

保　険 10,000

予備費 305,005

支出合計 1,814,305

平成24年度ふたばの会予算（案）
（自：平成24年4月1日　　至：平成25年3月31日）

科　　　目 備　　　考

科　　　目 備　　　考
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