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日時 ： 平成２６年５月１７日（土） 
午前１０時３０分から 

会場 ： アピオあおもり 小研修室１，２ 
 

青い森のほほえみプロデュース推進協会 
 



次  第 
１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

４ 議事 

 第１号議案 平成２５年度事業報告 

 第２号議案 平成２５年度収支決算（案） 

 第３号議案 役員等改選 

 第４号議案 平成２６年度事業計画（案） 

 第５号議案 平成２６年度収支予算（案） 

５ 連絡事項 

６ 閉 会 



議案第１号 平成 2５年度事業報告 
〔事業活動報告関係〕 

１．ほほえみプロデューサー講習への講師派遣（通年） 

  依頼先へ講習会スタッフ（リーダー講師・講師）を派遣 

２．協会主催ほほえみプロデューサー講習会開催 

  ８月２６日（月） 東青地区 （アピオあおもり小研修室）  

  10 月 5 日 (土)  東青地区（青森県総合社会教育センター） 

9 月 22 日（木）上北・三八地区（三沢市立病院）   

1１月９日（土）下北地区（むつ市公民館） 

３．講演会開催 

  12 月 1 日(日) 高柳和江医師講演会：演題「ほほえみ処方箋」 

                   （アピオあおもりイベントホール） 

４．その他普及活動 

  ① 本の寄贈（「ほほえみ処方箋」高柳和江著） 

講習会６依頼先：六ヶ所ちとせ平小学校・十和田ちとせ小学校・藤聖母園 

青森県立若葉養護学校・堤小学校ＰＴＡ・めごねっと 

講演会参加者：４名  計１０冊 

② 協会展示・ＰＲ活動 

・10 月５日（土）生涯学習フェア 201３（青森県総合社会教育センター） 

（活動内容紹介展示・講習会実施・講習会依頼チラシ配布 

サンキューレター作成コーナー設置） 

   ・教育支援プラットフォームイベント（三沢航空科学館） 

    （活動内容紹介展示） 

  ③協会ホームページにて活動ＰＲ継続 

  ④青森県民カレッジ連携機関・青森県教育支援プラットフォーム「我が社

は学校教育サポーター登録・アピオあおもりに団体登録継続 

〔内部活動関係〕 

１．総会開催 アピオあおもり大研修室 ５月１９日（土） 

２．役員会の開催 ８回実施 

４月１４日(日)・６月２２日（土）・ ８月３１日（土）・９月 29 日（日） 

11 月 3 日（日）・12 月 15 日(日)・1 月 26 日（日）・2月 16 日(日) 

   活動報告・運営協議 

３．会員研修実施 

   12 月 1 日 講演会終了後 アピオあおもりイベントホール 

４．会報発行 ［年 1回］協会会報第４号「ほほえみだより」発行 



円

円

円

科目 予算額（円） 決算額（円）

繰越金 274,793 274,793

会費 150,000 140,000

寄付金 200,000 422,136

その他 10 47

収入合計 624,803 836,976

（支出の部）

科目 予算額（円） 決算額（円）

会議費 57,500 30,364

広報費 70,476 59,595

事務局費 60,000 62,504

研修費 85,000 96,823

地区マネー
ジャー活動費

108,000 108,000

講演会費 85,000 96,824

講習会費 60,000 26,449

予備費 98,827 0

支出合計 624,803 480,559

480,559

356,411

　（運営費５６，３０７円＋謝礼等１３７，３４０円）
　　計１９３，６４７円の１／２相当額

（事務費）

（事業費）

平成２５年度収支決算書

（収入の部）

収入合計額

支出合計額

差引繰越金

836,970

　前年度繰越金

　地区主催講習会費、ボランティア保険料

　（運営費５６，３０７円＋謝礼等１３７，３４０円）
　　計１９３，６４７円の１／２相当額

　総会等開催費（案内、資料作成、昼食代等）

　会報発行及び
　新ほほえみプロデューサーカード作成費

　事務局運営費、事務用品購入費

　＠１，５００×６地区×１２月

議案第２号 　平成２５年度収支決算

説明

　６９人分＋前年度分１人

　一般寄付　５，４５１円
　講師謝礼寄付　４１２，６７９円

説明

　預金利息



議案第３号 役員等改選 
任期：平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日まで 
 
１ 会長 
（役員会提案選出方法）立候補者を募り、多数決により選出する。 

  会長：         

 
２ 副会長 
（役員会提案選出方法）会長の指名により選出する。 

  副会長：       
 
３ 理事 
（役員会提案選出方法）全会員の希望に基づき、別添理事候補者名簿の者を選出。 

                    

 
４ 会計 
（役員会提案選出方法）会長の指名により選出する。 

会計：        

会計：        

 
５ 会計監査 
（役員会提案選出方法）会長の指名により選出する。 

    会計監査：           

    会計監査：      

 



議案第４号 平成２６年度事業計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業活動 

（１） 講師派遣 

ほほえみプロデューサー講習会への講師派遣（通年） 

（２） 主催講習会の開催 

県内３地区において開催する予定。 

（３） 普及活動 

  ア 重点事業「特別講演会開催事業」の実施＜継続＞ 

 （目的）一般県民へのほほえみプロデュース活動の周知とほほ

えみ７か条の普及 

 （期日）平成２６年８月２４日（日） 

 （会場）むつ市内 

 （講師）高柳和江先生（名誉会長） 

     会長から指名された運営委員数名 

 （内容）ほほえみプロデュース活動と「笑い」の効用について

（予定） 

 （対象）むつ下北地区の一般県民 １００人 

（基本的活動方針） 

 平成２６年度は協会設立５年目という節目の年であり、これ

までの４年間の活動実績を踏まえ、多くの県民に「ほほえみの

７か条」を普及させるために充実した活動を行うことを目標に

します。 

 特に、県内各地における普及に偏りのないよう名誉会長を含

む役員と会員との協力や各地区内活動会員間の緊密な連携を

強化する取組みを進めるとともに、新たな会員を確保するため

の活動を始めるなどにより、活動基盤をより安定的なものとし

て協会のさらなる発展を目指します。 



 イ 「地区活動活性化事業」の実施＜新規＞ 

 （目的）ほほえみプロデュースの普及及び地区会員間の連

携強化による地区活動の活性化 

 （内容）役員主導による「ほほえみプロデュース講習会」

と「活動会員向けフォローアップ研修」の同日開

催 

 （開催予定地区）西北地区及び三八地区 

 （期日）未定 

 （講師）役員から選出された運営委員数名 

ウ 「ほほえみ処方箋」の寄贈＜継続＞ 

エ 「サンキューレター」を作成し、青森県生涯学習フェアー

等で配布し、協会活動を PR。＜継続＞ 

オ ホームページでの活動報告。＜継続＞ 

 カ 青森県民カレッジ連携機関としての登録。＜継続＞ 

  

２ 内部活動 

ア 総会（年１回）及び役員会（年数回）を開催する。 

イ 会報（「ほほえみだより」第５号）を発行する。 

ウ 県民又は団体等が適切に講師派遣要請を行うことができ

るようにするために、関係機関と連携して協会の認知度を高

めるような効果的な広報活動を行う。 



科目 予算額（円）

繰越金 356,411

会費 130,000 2,000 円 × 65 人

寄付金 300,000

その他 10

収入合計 786,421

（支出の部）

科目 予算額（円）

会議費 70,500

広報費 50,000

事務局費 69,421

地区マネ活動費 108,000

特別講演会
開催事業

235,000

地区活動
活性化事業 116,000

一般講習会費 22,500

講師支援事業 15,000

予備費 100,000

支出合計 786,421

内容

（事務費）

　総会会場費５，０００円　　総会時昼食４５，５００円（６５人分）
　資料作成費、郵送料、その他の会議経費２０，０００円

　会報費　＠２８０円×６５人＝１８，２００円
　その他の広報費　３１，８００円

　事務局運営費６０，０００円　その他の事務用品９，４２１円

　高柳先生による特別講演会（開催地：むつ市）
　　会場費１０，０００円　講師費１６０，０００円
    資料費５，０００円
　　広報費３５，０００円　運営委員旅費２５，０００円

　ボランティア保険　＠３００×５０人＝１５，０００円

　協会主催講習会　＠７，５００円×３＝２２，５００円

　役員主導による「ほほえみ講習会」と「フォローアップ研修」
　（開催予定：西北地区及び三八地区）
　　１か所あたり５８，０００円
　　　事務的経費２８，０００円　運営委員旅費３０，０００円

内容

（事業費）

　月額＠１，５００円×６×１２月

　

議案第５号　平成２６年度収支予算について

平成２６年度収支予算書

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

（収入の部）

　前年度繰越金　３５６，４１１円

　講師謝礼寄付金及び一般寄付

　預金利息


