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■ 第８回烏山東風の会総会について ■

烏山東風の会会長 河口 央商

会員のみなさま、非常事態宣言が解除され最も多くの新型コロナ感染者を出している東京都

も既にステップ２から３へ移行していますが、感染の不安は一向に払拭されずに落ち着かない

日々をお過ごしのことと存じます。

東風の会の活動も大きな影響を受け、対外活動は中止または延期を余儀なくされており毎年

6 月に病院主催の「家族のつどい」のプログラムの中で開いていた総会が今年は持てなくなり

ました。総会については 2 月から世話人の間でも開催が懸念されており、総会が持てない場合

の措置について検討されてきました。

このたび総会に代わる措置として、2019 年度の活動報告、会計報告、2020 年度の役員体制、

同活動計画、同予算案を一括して「総合報告」として発表することに致しました。本来ならば、

これらは総会の席でご提案しご承認を戴くべき事案でありますが、今年度に限りご容赦戴きた

く伏してお願い申し上げます。

なお、本件に就きまして会員みなさまから忌憚のないご意見をお寄せ戴きたくよろしくお願

い致します。お手紙、専用電話、ホームページにお寄せください。今後とも東風の会の活動を

サポートして戴くために世話人に入って活動する方々を常時求めております。

１． 2019 年度活動報告

❑家族のつどい 開催サポート

第 26 回 2019 年 6 月 16 日 参加者 79 名

第 27 回 2020 年 2 月 22 日 新型コロナウイルス感染防止のため中止

❑定例会の開催（2019.4～2020.3） 人数は延べ人数

１）家族相談会 9 回 参加者 12 名＋世話人

２）女子会 5 回 参加者 20 名＋世話人＋スタッフ

３）しゃべり場 2 回 参加者 8 名＋世話人＋スタッフ

❑烏山東風の会主催講演会

･第 9 回障害のある子の「親なきあと」～「親あるあいだ」の準備～ 2019 年 9 月 1 日

講師 渡辺 伸先生 「親なきあと」相談室主宰/行政書士・社会保険労務士

参加者 102 名 （会員:52 名、非会員:50 名）

･第 10 回 新型コロナウイルス感染防止のため延期 2020 年 3 月 20 日

「親あるうちに聞いておきたいこと」～法定後見制度と民事信託を中心に～

講師 根本 雄司先生 弁護士法人おおどおり総合法律事務所 弁護士

❑会報「からすやま こちのかい」 2019 年度 No.67～No.78 １２回発行
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烏山病院の先生方にも執筆をしていただいた。（太田晴久先生、横井先生等）

❑世話人会の開催 2019 年度（第 143 回～第 164 回） 22 回開催

会の活動計画の審議、会報の作成打ち合わせ、会報の発送、世話人のしゃべり場

講演会の準備、研修会の参加報告、交流会等への参加とその報告、その他。

❑ホームページによるイベントの案内、その他情報の提供 http://www.kochinokai.com

❑烏山病院、発達障害医療研究所の公開講座をはじめ、研修会等への参加

❑成人発達障害支援学会団体会員として入会及び参加（名古屋）

❑東京都障害者職業能力開発校の見学

❑電話による相談や問い合わせ対応

❑図書の貸出 書籍・雑誌類 88 冊 DVD（講演会記録）9 枚

❑会員勧誘活動 東風の会パンフ製作及び配布 2019 年度末会員数 139 家族。

２． 2019 年度会計報告

■ 2020 年 6 月 27 日 上記会計報告通りであることを確認しました。 監事：冨塚 幸三

３．新役員選任について

2020 年度「烏山東風の会」役員 いずれの方も再任です。

• 会長 河口 央商

• 副会長/広報 下斗米 敬 副会長/広報 石山 綾子

• 会計 近藤 みち子 総務 高柳 健一

• 総務 黒田 邦夫

【収入の部】 【支出の部】 （単位：円）

前年度繰り越し 712,452 会報作成費用 20,981

2019 年度年会費 838,500 会報、総会資料等印刷費用 114,280

非会員の家族のつどい

参加費
10,000

会報等郵送費用（宛名シート、封筒代を含

む）
117,706

非会員の講演会参加費 14,000
会報封入/発送準備等協力謝礼（デイケア

の方へ）
120,000

利子 9 世話人会等の会場費 0

寄付 0 ホームページ費用 11,580

書籍・資料購入 ・研修費 22,000

資料印刷、文房具など （ウイルス対策費を

含む）
43,048

携帯電話 82,005

講演会 95,622

世話人の交通費 155,199

会議費 2,447

備品購入・予備費・慶弔費 1,320

（小計） 786,188

次年度繰越 788,773

収入合計 1,574,961 支出合計 1,574,961
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• 総務 芳賀 千香子

• 渉外 佐藤 祐 渉外 諸江 玲子

• 監事 冨塚 幸三

•
４. 2020 年度活動計画

新型コロナウイルス感染防止ため、予定は変更する可能性がありますのでご理解お願いいたします。

❑定例会 ・家族のつどい 年 2 回

❑例会の開催

・女子会 隔月開催予定 次回

・家族相談会 毎月開催予定 次回

・しゃべり場 年２回程度開催予定 次回未定

❑烏山東風の会主催講演会 年 2 回

・加藤 進昌先生 昭和大学発達障害医療研究所長

・根本 雄司先生 弁護士 第 10 回講演会延期対応

❑会報「からすやま こちのかい」 毎月発行

❑世話人会 原則月２回 世話人募集中

・世話人のシンポジューム/講演会等の出席を奨励し、必要な図書/文献の購入

❑ホームページによる活動 広報・情報提供

※「ごあんない」などを利用して会員の増加を図り、世話人の拡充・若返りによる世話人会の

活発化を通じて、会の一層の活性化を進める。

５. 2020 年度予算

【収入の部】 【支出の部】 （単位：円）

前年度繰り越し 788,773 会報作成費用 21,000

2020 年度年会費(6000 円×139

家族）
834,000 会報、総会資料等印刷費用 120,000

非会員の家族のつどい参加費 10,000
会報等郵送費用（宛名シート、封筒代を

含む）
170,000

非会員の講演会参加費 10,000
会報封入/発送準備等協力謝礼（ﾃﾞｲｹｱ

の方へ）
120,000

ホームページ費用 12,000

書籍・資料購入 ・研修費 25,000

資料印刷、文房具など 35,000

携帯電話 45,000

講演会（2 回） 150,000

世話人交通費 150,000

会議費 3,000

予備費(会場費、慶弔費など） 3,000

（支出小計） 854,000

次年度繰越 788,773

収入合計 1,642,773 支出合計 1,642,773

以上
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「烏山東風の会」では、世話人会、相談会等の集合での会合は現在休止しています。

ご意見、ご提案等があれば下記、携帯電話にご連絡下さい。

●携帯電話：080-3009-1200

●メールアドレス：kochinokai@au.com

尚、「烏山東風の会」ホームページの「お問い合わせ」欄もご利用下さい。

●東風の会ホームページアドレス：https://www.kochinokai.com/

■ 烏山東風の会」今後のスケジュール ■
～何でもお話下さい。心の壁紙の色と模様を替えてみませんか～

■ 会費振込のお願い ■

この会報誌は「烏山東風の会」に入会している方にお配りしています。４月より新しい年度に

なりますので、新年度の会費につきまして 1 年分６０００円、または半年分３０００円を、以

下のいずれかの銀行口座にお振り込みいただくようお願い申し上げます。

1 三菱東京ＵＦＪ銀行 永福町支店 （普）０１０６５５０

「烏山東風の会 会計 黒田邦夫」

2 ゆうちょ銀行 記号・番号：１００００－２９５７６５２１ 「烏山東風の会」

デイケア写真館

七夕？もう過ぎてしまいましたが・・・。デイケアで

は七夕の飾りつけがしてあります。私も短冊に願い事を

書きましたが、願い事を一つに絞りきれませんでした。

皆様は、短冊に願い事をお書きになられたでしょうか？

七夕にちなんだメニューをお食べになられました

か？私は、勝手に七夕といえば三色の冷麦だと思ってお

ります。

この頃、新型コロナウイルス感染症が流行しておりま

す。皆様の体調は如何でしょうか。私達デイケアメンバ

ーも院内感染を起こさない為、病院やデイケアに協力を

しています。デイケアでは、ソーシャルディスタンス、

活動室の換気、手洗いの徹底、マスクの着用、検温も行

われております（37.5 度以上だとデイケアに参加する

ことが出来ません）。私も手洗いの徹底、うがい、室内

の換気に気を付けています。皆様も体調にご自愛くださ

い。

（Ｙ.Ｔ）
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