
今年度のいぶき後援会総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面での開催となりました。

（2020 年 5 月 16 日決議）会員数 198 名に対し、参加者 18 名、委任状 132 通にて総会は成立し、

すべての議案が可決されました。議案について、ご報告いたします。

監　　事 岩倉　信之（ちーむ・梅林）

 鈴木　章浩（鈴木&パートナーズ法律事務所）

会　　計 溝渕　　崇（光友会磯子地域福祉部）

（敬称略）

◎任期期間は、2018年6月1日～2020年5月31日とする。

<第１号議案>　２０２０ ・ ２０２１年度　いそご地域活動ホームいぶき後援会役員改選について
会　　長 臼井久美子（㈱像建築設計事務所）

副 会 長 伊達富美子（利用者家族）

 田中まさみ（利用者家族）

 髙橋　千寿（利用者家族）

運営委員 宮内　重明（パレ ド バルブ）

 岩倉　信之（ちーむ・梅林）

 鈴木　章浩（鈴木&パートナーズ法律事務所）

 西村かおり（利用者家族）

 下西　陽子（利用者家族）

 永井　洋一（光友会業務執行理事）

監　　事 岩倉　信之（ちーむ・梅林）

 鈴木　章浩（鈴木&パートナーズ法律事務所）

会　　計 森　　　淳（光友会磯子地域福祉部）

（敬称略）

◎　任期期間は、2020年6月1日～2022年5月31日とする。 

<第２号議案>　２０１９年度いそご地域活動ホームいぶき後援会運営報告 （抜粋）
１ 寄贈、および援助

（1）「いぶき」への資金援助：50万円を積み立てた。

２ 事業

（1）「美しい歌のコンサート」 2019.5.11(土)開催

（2）「いぶきまつり」共催2019.10.19(土)開催

　　・大抽選会に景品の提供　　総額約　2万5千円

　　ディズニーリゾートパスポート　ペア　1組

　　重慶飯店（中華街）食事券　2組

　　・後援会コーナー(バザー)

　　・チャリティー出店（8店舗）

（3）いぶき後援会主催チャリティーコンサート

　　「Мの集い　Special Guest 新垣　勉　Guest 森　光弘」

　　磯子公会堂にて2019.12.7（日）実施 

（4）書き損じはがきの収集　299枚　15,800円の収入

（5）地域貢献：神奈川新聞厚生文化事業団歳末助け合い

　　　　　　募金（5,000円）　 

（6）会報発行　年4回（4月、7月、9月、1月）発行

（7）会員特典制度の取組み

　　①いぶきお楽しみ券の配布

　　　配布枚数835枚　使用実績310枚（約37％）

　　②割引協力店制度　5店舗にて実施

３ 総会・役員会

（1）定例総会　2019.5.11(土)開催

（2）役員会　6回実施

<第３号議案>　２０１９年度いそご地域活動ホームいぶき後援会収支決算報告

2020 年４月 19 日 監事 岩倉信之氏 鈴木章浩氏により監査され、適正に処理されたことが認められました。

項 目 予 算 決 算

繰越金 144,621 144,621

会費 600,000 573,000

チャリティーコンサート収益 330,000 251,372
いぶきまつり収益

（秋 ： バザーチャリティ出店等）
70,000 67,380

書き損じはがき収益 5,000 15,800

寄付金 10,000 0

雑収入 （預金利子等） 500 37

合 計 1,160,121 1,052,210

＜収 入＞ ＜支 出＞

項 目

会報経費 80,000 73,202

総会役員会経費 60,000 52,502

特典制度 40,000 31,000

運営諸経費 200,000 223,932

予備費 50,000 0

いぶきへの資金援助積立金 550,000 500,000

繰越金 181,121 171,574

合 計 1,160,121 1,052,210

予 算 決 算

発行月　2020年 7 月

いぶき後援会事務局（いぶき内）発行

〒235-0033　横浜市磯子区杉田5-32-15

℡：045-778-1228　Fax：045-778-6595

   http://www.lfa.jp/ibuki/ibuki_kouenkai/

会長　臼井　久美子　　　　　



　会員種類

　個人会員：一般１口 2,000円

　　　利用者本人１口 500円

　　　光友会職員１口 1,000円

　団　　体：１口 3,000円

　法人団体：１口 5,000円

　企　　業：１口 10,000円

　お申込み方法

　所定のお申込書にご記入の上、入

会金をいぶきにお持ちいただくか、

お振り込みください。ホームページ

からも受け付けております。

　なお、ご加入は１口以上、１口単

位でお願いたします。

お申込みについてのお問い合わせは

事務局（いぶき内）までご連絡くだ

さい。

　

　　　Ｔｅｌ：045-778-1228

　　　Ｆａｘ：045-778-6595 

2020年度会員ご加入受付中です。 

<第４号議案>　２０２０年度いそご地域活動ホームいぶき後援会運営計画
１ 事　業

(1)「美しい歌のコンサート」（中止）

(2)いぶきまつり2020の共催　2020.10.17(土)いぶきにて

　バザー、チャリティー出店、抽選会景品提供

(3)チャリティーコンサートの主催　杉田劇場

　「ＣＨＩＬＤＨＯＯＤ　山形雄子」　2020.12.5(土)午後

(4)書き損じはがきの収集

(5)地域貢献の趣旨を踏まえた支援等

(6)会報の発行

　年間4回発行（4月7月9月1月予定）

(7)会員特典制度の取組み

　・いぶきお楽しみ券の配布　　　　

　・割引協力店　4月1日現在5店舗展開中

２ いぶきへの資金援助および物品の援助

３ 総会・役員会

(1)総　会　2020.5.16(土)書面開催

(2)役員会（2～3か月に１回 年５～６回程度実施予定） 

<第５号議案>　２０２０年度いそご地域活動ホームいぶき後援会収支予算

＜収 入＞

項 目 予 算

繰越金 171,574

会費 612,000

チャリティーコンサート収益 400,000

いぶきまつり収益 60,000

書き損じはがき収益 5,000

寄付金 10,000

雑収入 （預金利子等） 40

収 入 計 1,258,614

＜支 出＞

項 目 予 算

会報経費 80,000

総会役員会経費 35,000

特典制度 30,000

運営諸経費 150,000

予備費 50,000

いぶきへの資金援助積立金 750,000

繰越金 163,614

支 出 計 1,258,614

　この度、緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルスの感染については依然注意が必要な状況

です。いぶき後援会では、お客様、出演者ならびにスタッフの健康と安全確保を最優先に考え、誠に残念で

すが、今年度のチャリティーコンサートを中止することにいたしました。なにとぞご理解のほどよろしくお

願いいたします。（1 2月に他のイベントを安心安全に行えるよう、企画中です。）

2020チャリティーコンサートについて

★パレ・ド・バルブ

　　　　　《フランス料理店》

　　045-773-2981（要予約）

★野本園茶舗《お茶店》

　　045-771-2559

★フローリスト花だより《生花店》

ぷ ら ら 店　045-771-2906

らびすた店　045-771-8741

スズキヤ店　045-771-8715

★㈲ドゥ・ビィ《Anju 化粧品》

　ホームページ

　www.towncorp.jp/dobe

　いぶきにて販売中

★芝時計店《時計店》

　2020.6.30に閉店しました。

割 引 協 力 店
会員証の提示により５～１０％の割引が受けられます。

ご予約ご注文時には前もって 「いぶき後援会会員」 と

お伝えください。

※この度の新型コロナウイルス感染拡大防止のため運営計画が変更になることがあります。ご了承ください。 


