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日時：平成 28 年 5 月 21 日（土） 

午前 10 時 30 分から 

会場：アピオあおもり 小研修室３ 

 



           

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 27 年度事業報告 

 第２号議案 平成 27 年度収支決算（案） 

 第 3 号議案 役員等改選 

 第 4 号議案 平成 2８年度事業計画（案） 

 第 5 号議案 平成 28 年度収支予算（案） 

５．連絡事項 

６．閉会 

 

 



 

議案第１号 平成 27 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 （2 回実施） 
  10 月 30 日（金） 三八地区（南部町 サポートハウス絆） 
  12 月 12 日（土） 東青地区（青森市 cafe0371） 
３．講演会開催 

8 月 23 日（日）高柳和江先生講演会 
    演題「 免疫力をアップする笑医の力 」 
      ～ほほえみの 7 ヶ条を体得しよう～ 

         （弘前市 弘前市総合学習センター）   
４． その他の普及活動 

 ① 協会ホームページにて活動ＰＲを継続 
 

   ②団体登録機関（あおもり県民カレッジ連携機関・学校教育支援プラッ

トフォーム、アピオあおもり）のイベント実施時にＰＲ   
    西北地区にてＰＲ活動実施：11 月 29 日（日） 

西北五ボランティアネットワーク事業～つながる～展示体験コーナー

参加 
   ③講習会依頼先等への本寄贈継続 「ほほえみ処方箋」5 冊 
    木ノ下小学校・開知小学校・十和田市立西小学校・講演会参加者（2 名） 

④会員にＰＲ用名刺を作成し配布する 一人 20 枚 
 

 ［内部活動関係］ 
１．総会開催 5 月 16 日（（土）実施 アピオあおもり小研修室①② 
２．役員会開催 5 回実施 

4 月 26 日（日）・5 月 16 日（土）・9 月 27 日（日）・2 月 28 日（日）・3 月 13 日（日） 
３．役員連絡会（随時） 

実施せず ＊但し、講演会運営委員会 8 月 19 日実施 
４．会報発行 ［年 1 回］ 
  協会会報第 6 号「ほほえみだより」を発行し会員に発送 



円

円

円

科目 予算額（円） 決算額（円）

繰越金 261,648 261,648

会費 130,000 110,000

寄付金 300,000 236,550

その他 10 27

収入合計 691,658 608,225

（支出の部）

科目 予算額（円） 決算額（円）

会議費 70,500 41,122

広報費 60,000 9,850

事務局費 60,658 60,000

地区マネ活動費 108,000 108,000

特別講演会
開催事業

240,000 235,320

一般講習会費 37,500 8,974

講師支援事業 15,000 7,800

予備費 100,000 0

支出合計 691,658 471,066

第２号議案 　平成２７年度収支決算

説明

　一般寄付　１５，４８５円
　講師謝礼寄付　２２１，０６５円

説明

　預金利息

　総会費及び役員会費

　会報費

　事務局運営費

（事務費）

（事業費）

平成２７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

608,225

471,066

137,159

　前年度繰越金

　高柳先生による特別講演会（弘前市）

　ボランティア保険料

　東青地区及び三八地区

　月１，５００×６地区×１２月





第 3 号議案  役員等改選 

任期：平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

立候補者名簿 

１．会長（１名） 立候補者：服部理津子 

２．副会長（1 名）立候補者：中村 そが 

３．理事 （15 名以内）  

立候補者 ：小山内敬子  櫛引 明美 

   佐藤恵伊子  澤谷 房江 

   四戸 きみ  田中沙音子 

   田中美智子  中村 勢子 

   西澤優美子  福田 靖一 

   山本菜穂子     （11 名） 

 ４．会計（ 2 名 ）  

立候補者： 久保 敏隆 

         小山内祥子 

5．会計監査（ 2 名 ）  

立候補者： 瀬川直樹 

        佐藤照代 



 

第 4 号議案 平成 2８年度事業計画（案） 
［事業活動関係］ 
１．ほほえみプロデューサー講習への講師派遣（通年） 
 
２．高柳和江先生講演会開催 （上十三地区 三沢市） 
    日時：8 月 28 日（日）１０：３０～１２：００ 
    会場：三沢市公会堂 
 
３．協会主催ほほえみ講習会実施（上十三地区以外の 5 地区にて） 
 
４．そのほかの普及活動 
 
  ①協会ホームページにて活動ＰＲを継続 
 
  ②団体登録機関（あおもり県民カレッジ連携機関、学校教育支援プラットフ

ォーム、アピオあおもり）のイベント実施時にＰＲ 
 

③講習会依頼先等への本寄贈継続「ほほえみ処方箋」 
 
④会員にＰＲ用名刺を作成し配布する 一人 20 枚 
 

［内部活動関係］ 
１．総会開催 アピオあおもり  5 月 
 
２．会員研修会開催 日時：8 月 28 日（日）13：30～15：30 
           会場：三沢市公会堂 
 
３．役員会開催 ［年 4 回：4 月、5 月、2 月、3 月］ 
 
４．役員連絡会 随時 
 
５．会報発行 ［年 1 回］ 
   協会会報第 7 号「ほほえみだより」を発行し会員に発送 



科目 予算額（円）

繰越金 137,159

会費 110,000 2,000 円 × 55 人

寄付金 350,000

その他 41

収入合計 597,200

（支出の部）

科目 予算額（円）

会議費 53,500

広報費 35,400

事務局費 70,000

地区マネ活動費 108,000

特別講演会
開催事業

240,000

一般講習会費 25,000

講師支援事業 9,000

予備費 56,300

支出合計 597,200

　協会主催講習会　＠５，０００円×５＝２５，０００円

　ボランティア保険　＠３００×３０人＝９，０００円

　

　会報費　＠２８０円×５５人＝１５，４００円
　その他の広報費　２０，０００円

　事務局運営費６０，０００円　会長活動費１０，０００円　

（事業費）

　月額＠１，５００円×６×１２月

　高柳先生による特別講演会（開催地:三沢市）
　　会場費１０，０００円　講師費１６５，０００円
　　資料費５，０００円　広報費３５，０００円
　　運営委員旅費２５，０００円

　講師謝礼寄付及び一般寄付

　預金利息

内容

（事務費）

　総会会場費５，０００円　　昼食３８，５００円（５５人）
　役員会及びその他の経費１０，０００円

　前年度繰越金　１３７，１５９円

第５号議案　平成２８年度収支予算（案）について

平成２８年度収支予算書（案）

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

（収入の部）

内容


