
任意団体　尾北シニアネット

第4回通常総会

開催日時　平成27年5月7日(木)

午後1時30分～3時

会場江南市民文化会館第一会議室



任意団体尾北シニアネット第4回通常総会　次第

1.開会宣言

2.会長挨拶

3.議長選出

4.議事

第1号議案　平成26年度活動報告の件

第2号議案　平成26年度の会計報告及び監査報告の件

第3号議案　平成27年度事業計画並びに収支予算について

第4号議案　第4期役員について

5.閉会宣言

任意団体　尾北シニアネット第4回通常総会　資料

1.役員会及び交流部会報告--･----･2頁

2. PC関連部会事業報告･-･--･--･-･3貢

3,ボランティア関連部会事業報告･-･-･4-5貢

4.平成26年度会計報告並びに監査報告- -6貢

5.平成27年度事業計画及び予算･---･･･7貢

6.第4期役員紹介----･-･-----･8頁



尾北シニアネット　平成26年度　事業報告

(白.平成26年4月1日　至.平成27年3月31日)

任意団体に移行し早いものでもう3年が経過しました｡肩肘をはらずに

私たちシニア世代がパソコンを道具として楽しく生き生きとした生活を送れるよう
メーリングリスト､サークル活動､シニアPC塾JT講習会､種々ボランティアなど

精力的に活動を進めてきました｡今後とも会員相互が学びあい､支え合い､
豊かで充実したシニアライフの実現を目指してまいります｡
本年度の新入会員は13名でした｡

2014年度　役員会･サークル代表者会議

役員会 ��c����5/17 ��饑�5ｨ985��ｲ�

第2回 ��(�ﾃ��情報センター 

第3回 �"��B�情報センター 

第4回 �(�ﾃ#b�情報センター 

サークル代表者会議 ��c����6/12 ��饑�5ｨ985��ｲ�
第2回 免ﾂ��情報センター 

第3回 ���#��情報センター 

第4回 �8�ﾃ��情報センター 

2014年度　交流部会事業報告

行事 佇�?｢�参加者 ��ｨ��

オリエンテーション 迭�#��6名 ��饑�5ｨ985��ｲ�
2′19 妬kﾂ�情報センター 

忘年会 ��"�ﾂ�80名 �+x*(,h-(*�ﾕﾙ>ﾂ�
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PC関連部会の活動

26年度の報告

1　江南市IT講習会

6講座　　延べ　65名

2　　シニアPC塾

8講座　延べ　　94名

3　　特別講座

7講座　延べ　　52名

4　初心者パソコン講座

なし

27年度の計画

組織

pc関連部会長:平尾雅生

副部会長　　　:田中幸子･林久翁

運営委員　　　:奥村忠､各務のぼる､樽松れい子､小久保正治､洲崎紀子､永栄カツ子､

西山利幸､能祖優､服部儀徳､藤吉収､三島誉博､宮川秀男

山下由紀子(五十音順)

1　江南市IT講習会

入門程度の講座を継続

年2回開催　6講座　延べ70名

2　　シニアPC塾

ゆとりをもって開催｡講座内容はある程度まとまった内容とする｡

年2回開催　8講座　延べ90名

3　特別講座

静催時期･講座内容･レベルの自由度が高いので､会員ニーズに応えられるものにする｡

年8回開講(必要に応じて増減有)

4　初心者パソコン講座

非会員を対象とした講座で､パソコン初心者相談会などを通して､受講勧誘を行う｡
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平成2 6年度ボランティア部会活動状況

1)パソコン初心者相談会(江南市地域情報センター)

平成2 5年度

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��†o月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 僖隴I[ﾘｼ��

来訪者 鉄��54 田B�57 鼎2�44 鼎"�52 鉄��45 鉄2�75 田Cb�13.7人/回 

男性 �32�24 �#��26 �#r�26 �#R�34 �3b�24 鼎��43 �3cb� 

女性 �#R�30 �3b�31 ��b�18 ��r�18 �#2�21 ��2�32 �#��� 

開催回数 釘�4 釘�4 釘�4 釘�4 釘�3 釘�4 鼎r� 

bS会員 �32�36 �3r�27 �8�ｲ�23 �#r�32 �32�29 �8�ｲ�38 �3sr�58.38㌔ 

非会鼻 �#R�18 �#r�30 ��"�21 ��ｳR�20 �#b�16 �#"�37 �#c��4一.6408 

bs相談員 �3B�31 �32�33 �3B�32 �32�31 �3b�26 �3"�33 �3モ� 

平成2 6年度

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��つo月 �ｨ耳ﾈ��ー2月 �ｨﾈ��2月 �8ﾈ��合計 僖隴I[ﾘｼ��

来訪者 田R�67 鉄b�48 鉄��66 鉄b�62 田r�52 涛��62 都C2�15.8^/回 

男性 鼎"�42 �3��30 �3B�37 鼎��41 鼎B�30 鉄b�37 鼎s"� 

女性 �#2�25 ����18 ��r�29 ��R�21 �#2�22 �3R�25 �#s�� 

開催回数 釘�4 釘�4 釘�4 釘�4 釘�3 釘�4 鼎r� 

bs会員 �3b�26 �#b�20 �#r�35 �3R�27 �#B�18 �#b�18 �3���42.8088 

非套員 �#��41 �3��28 �#B�31 �(�ｲ�35 鼎2�34 田R�44 鼎#R�57.2088 

bs相談員 �3B�32 �3R�38 �3B�34 �3B�33 �3��30 �3r�36 鼎�b� 

*参考まで平成25年度の活動状況もご報告いたします｡

*江南市地域情報センターの耐震補強工事の関係により､平成27年11月1日～平成28年3月

28日まで従来の大会議室が使用できません｡工事期間中は同センター2階の市民･協働ステ
ーション(会議室以外のフリースペース)を利用することとなります｡

*平成27年度は47回の開催予定です(平成28年1月2日(土)は地域情報センター休館のため

休みとなります)
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2)パソコンで遊ぼう(宮田児童館)

平成2 6年度活動

ll宮田児童館 

月度 佇糴?｢�参加児童数 �%99h7ｸ8�92�6X4(4��ﾉ�B�内容 

4月 釘����7 �2�ゲームとパソコン学習 

5月 迭��r�ll �2�ゲームとパソコン学習 

6月 澱�#��10 �2�ゲームとパソコン学習 

7月 途����8 �2�ゲームとパソコン学習 

8月 唐��b�6 �2�ゲームとパソコン学習 

9月 湯�#��8 �2�ゲームとパソコン学習 

10月 �������8 �"�ゲームとパソコン学習 

11月 免ﾂ��b�0 ���休館 

12月 ��"�#��8 �2�ゲームとパソコン学習 

1月 ����r�8 釘�ゲームとパソコン学習 

2月 �"�#��0 ���ゲームとパソコン学習 

計 ��74 �#r� 

特記:　平成27年2月21日にて活動終了｡　2月28日を以って宮田児童館閉鎖｡



平成26年度尾北シニアネット会計報告書

収入 仞�ｧ｢�支出 仞�ｧ｢�

(会費等) � 

会費(249名×2,000円) 鼎唐ﾃ����TCPサーバ一代 塔�ﾃ#�"�

入会金(13名×1,000円) ��2ﾃ����インターネット経費 涛bﾃ��"�

前受金(H27年度会費23 名分､入会金1名含む) 鼎rﾃ����BS.NET.HP更新費 鼎づ��2�

総会会場使用料 唐ﾃ�#��

消耗品 田���

国際交流協会会費 迭ﾃ#�b�
その他経費(pcバックアップ ��rﾃC���

忘年会会費(80名) �#C�ﾃ����忘年会費用 �3�"ﾃ田��

小計 都唐ﾃ����小計 田S�ﾃ3#"�

(pc関連事業) � 

PC塾受講料 �#3Rﾃ����PC塾講師料 �3c"ﾃ��b�

特別講座受講料 ��Sbﾃ����特別講座講師料 ����ﾃ#�B�

初心者講座 ���初心者講座講師料 ���

ⅠT講習料(委託) 鼎c"ﾃ�3b�ⅠT講習会講師料 ��s�ﾃ3���

小計 塔S2ﾃ�3b�小計 田C"ﾃc#��

(wEB管理委託) � 

地域協働WEB ��Sbﾃ����地域協働wEB委託 ��#津�c��

国際交流協会wEB 鼎づ����国際交流協会wEB委託 鼎2ﾃ#���

小計 �#�Bﾃ����小計 ��s"ﾃ#c��

運営協力者手当 ��

(その他) 

過払いの返金 �#bﾃCc"�鼎#づS�2�

繰越金 �3S"ﾃゴ��pc2台購入費 涛rﾃ�Sb�

預金利子 �����小計 鉄#RﾃcS��

小計 �3s津C3��次期繰越 �#C"ﾃs�R�

残金¥371,765円 

合計 �"ﾃ#3BﾃSsR�合計 �"ﾃ#3BﾃSsR�

上記の通り報告します｡

平成27F3B31日会計一画㊨

(監査報告)

上記の会計監査について､関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続き
用い計算書類の正確性を精査したところ適正かつ正確であることを認めます

平-1日監事6歯車王道ダ㊨



平成27年度事業計画並びに予算(秦)

(収入) 

会費 �#C���"ﾃ����480,000 ��

入会金 ������ﾃ����10,000 ��

事業収入 PC関連 俔ﾙ>ﾈﾘ(uEHﾗX�橙���R��409,000 倅�Xﾜ��颯�(���
シニアPC塾 �#モﾃ����3000円×12人×年8回 

特別講座 ��CBﾃ����3000円×7人×年8回 

初心者講座 �3�ﾃ����3000円×10人×年1回 
･小計 ��ﾃ3c�ﾃ���� 

wEB管理｣迎ER管理委託 �204,000 俔ﾙ>ﾈ�8ｺi:ﾘ攫Hﾙ�ﾝｸﾏ�ixｺh橙�

繰越金2014年度繰越金 刳x242,705 ����
I.収入合計 蔦�ﾃ��rﾃs�盾�

(支出) 

講師報酬等 ��8ｭi��馼ｼb�650,000 ��8�HuEHﾗX�I<�¥ｨﾗXﾜ��

WEB委託 付T(ｬyyﾒ�224,962 仄i:ﾘ攫Hﾙ�ﾝｸﾏ�zﾊF'5tT(ｬyyﾘ勾�R�

事業運営費 冩�醜詹9b�100,000 �8��#�ﾃ���H����ﾃ����

PC関連部会運営委員手当 鼎bﾃ����1×10,0002×5,00013×2､000 

PC初心者相談会相談員手当 涛�ﾃ����2×10,00014×5,000 

サークル代表者手当 塔�ﾃ����8×10,000 

事務局員手当 ���ﾃ����1×10000 

小計 ��ﾃ#��ﾃ田"� 

会議費 ��】30,000 ��｢�

消耗品費 ��30,000 ��｢�

通信費 疋5�迚ZX*(�ﾉD隴B�83,160 �5H�ｸ6�:H6�8�489:H8�示x985�8ｨ5�6x諍w�{��

コミユフアホーム30(タイプC) 鼎津3Sb�4,113×12 

WⅠMAX 鼎rﾃン"�.3,991×12 

封筒.切手類 �2ﾃ����会員証送付 

1か計. �#C2ﾃC���

印刷費 ����10,000 俾ﾘ檍��{�ﾉ�ﾉN��

修繕費 ��10,000 ��

雑費 册僖陞�)5R�150,000 ��

国際交流協会会費 迭ﾃ���� 

その他 ���ﾃ���� 

小計 ��コﾃ���� 

次期繰越金. ��sづ33R� 

･支出合計 ��ﾃ��rﾃsコ� 
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尾北シニアネット　第4期役員

期 僖�7��役員 倩�kﾂ�

第4期 �#��YD�7��会長 ��Y��ﾔ�2�

副会長 ��冏ｹW�ﾔ��

会計 俚(ｻHﾔ靫��

運営委員 兌ﾙOh椹�b�

運営委員 儁�ｫ�ﾖ域��

会計補佐 佻ﾈ�y(自u��

監事 丿Yk�,ﾈ-ｨ.��

第5期 �#��iD�7��会計補佐 僞ﾉ�9tB�

第6期 �#��yD�7��会計補佐 兌ﾙOh椹�b�

第7期 �#��吋�7��会計補佐 �ﾉ�ｩ(��

※会計補佐､監事は非常勤

※第8条1項に下線部追記※

(役員の選出)
第7条

1.各役員は､各サークルより選出し総会において選出するものとする｡

(役員の任期)
第8条

1.役員の役職任期は1年とし､次の総会で交代するo

補欠により選任された役員の任期は､前任者の残任期間とする｡
2.役員は､任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならなし
3.会長･副会長･会計･会計補佐は各役職を持ち上がり制とし会長任期終了後は

監事を務めることとする｡
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