
定期総会

場所：ニュー三幸

（小樽市稲穂１丁目３－６ 電話0134-33-3500）
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ＯＳＳ
― 令和３年度 ―

令和３年４月８（木）～１７日（土）
メーリング総会



令和３年度 小樽しりべしシニアネット 定期総会

（ メーリング総会 ）

次第

・会長挨拶 会長 斉藤 博

・第１号議案 令和２年度事業報告 事務局長 佐藤 和春

・第２号議案 令和２年度決算報告 事務局 大井 由民

・第３号議案 令和２年度会計監査報告 監事 山吹 和康

・第４号議案 令和３年度運営方針案 会長 斉藤 博

・第５号議案 令和３年度予算案 事務局 大井 由民

・第６号議案 役員の選任 会長 斉藤 博
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メーリング総会

＊ 4/12に議題１～６を順にメーリングで執行部担当者が発信します。

＊4/16までに
・議案１～３について、担当者からメーリングで送られてきた報告に会員各自が
『承認、非承認』のいずれかを明記してメーリングに返信して下さい。

・議案４～６について、担当者からメーリングで送られてきた提案に
『賛成、反対』のいずれかを明記してメーリングに返信して下さい。

・議案1～6以外に提案する議題があれば『議題提案』としてメーリングで
発信して下さい。

＊4/17、事務局が返信されたメーリングを集計し、議決結果をメーリングで報告します。

********** 重要 **********

採決に相当する会員各位からのメーリングの返信が過半数を超えなければ

総会が成立しませんので必ず返信して下さい。



第１号議案 令和２年度事業報告

会員の推移 令和２年４月会員数 １１１名（男４７、女６４） ４／１現在
・令和２年度中に入会 ４名

令和３年４月会員数 １０１名（男４５、女５６） ４／１現在
総会 令和２年度の総会はメーリングで実施

平成２年４月２１日8:57から第1号～6号議案について、担当者から
報告、提案を行い、4/21～23までメーリングで採決する。
正会員数111名に対しメーリングでの採決数は76名で過半数を超え総

会は成立する。非承認・反対はなく全議題が可決・承認される。

交流会 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止する。
美術展 令和２年７月３１～８月２日の３日間を予定していたが、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止する。
ＯＳＳサロン

２０回実施 場所：稲北コミュニティセンター 中止は４回
１回以上参加者 44名 延べ 189名
多数参加 2/19 18名 手工芸、LINEミーティングなど
会員外の参加 回数 4回、3名 そのうち1名入会予定

会員活動部
令和３年１月３１日13:30～16:00、

令和3年度OSS新年会をZOOMで開催、35名が参加する。

イベント部
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から活動せず。

会議
理事会 ６回
会員活動部 ０回
イベント部 ０回
交流会実行委員会 ０回
美術展実行委員会 １回
事務局会議 ０回
ＨＰスタッフ会議 ０回
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第２号議案 令和２年度 決 算 報 告
第３号議案 令和２年度会計監査報告
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第４号議案 令和３年度運営方針案

ますます高齢化を迎えたＯＳＳには、ピッタリの趣意『つながり合い、学び合い、支
え合い』を軸に、仲間から向上心と元気を吸収し、楽しい会員活動を目指します。
今年度はオリンピックイヤーでもあり、活気に溢れたOSS活動を展開し会員一同励

まし合いながら健康第一で企画した行事を無事に実行できるよう努力していきます。

サロン運営部 運営方針

昨年度のＯＳＳの各種活動は、新コロナ禍の中活動自粛を迫られました。同様にＯ
ＳＳサロンも４回休止せざるを得ませんでした。
市内の各種行事が中止や延期になるなどして活動の場が少なくなった今こそ、ＯＳ

Ｓサロンを会員の拠りどころとして相互の懇親・親睦のために使っていただきたいと
思います。当然十分な感染防止対策を実施しいたします。
最新情報通信技術習得支援の一つとして、Ｚｏｏｍミーティングの習得・普及のた

め継続サポートいたします。
多くの会員の皆様が集える場として、学習の場としてのＯＳＳサロンを可能な限り

開催しようと努めます。もし、会場休館等の場合でもＺｏｏｍの画面共有機能を活用
するなどし、オンラインサロンを実施できるように努めます。

会員活動部 運営方針
イベント部 運営方針

本年度より会員活動部とイベント部は一本化して活動することと事といたします。
会員各位皆様のご理解とご協力を何卒宜しくお願い致します。
まずは昨年度開催中止と成りました交流会、美術展の再開を新型コロナウィルス感

染状況をしっかり見極めながら安全安心の裏付けを担保しながら何とか開催出来る方
法を模索して参ります。更には会員相互の密にならない屋内外のレクリエーションを
企画し提案させて頂きます。
いずれに致しましても開催時期、開催日につきましては流動的でございますが何卒

ご理解を賜ります様お願い申しあげます
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第５号議案 令和３年度予算案
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第６号議案 役員の選任

令和３年４月は改選期であり、現執行部は以下のとおり提案する。

会長 佐藤 和春（新任）
副会長 谷村 典彦（再任）
理事 今井 譲（新任）

大井 由民（再任）
蜷川 貞司（再任）
原田 久嗣（再任）
藤原 美穂子（新任）
村上 テル子（再任）
鷲足 優子（再任）

監事 山吹 和康（再任）
笹田 和子（新任）

提案理由

OSSの会務について、運営細則第3条に規定する事務局および会員活動部、イベント
部、サロン運営部が担務する業務を円滑に実行するための役員を確保致したい。
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ＯＳＳ役員執行部（案） 及び スタッフ（案）など
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参考資料

顧問及び相談役 
顧  問 辰巳 治之 様 
名誉会長 古田 重雄 
相 談 役 川内 恒子 
相 談 役 斉藤  博 

 
OSS役員案 

会 長    佐藤 和春 
副会長    谷村 典彦 
理 事 （新）今井  譲 
〃    大井 由民 

  〃    蜷川 貞司 
 〃    原田 久嗣 
 〃 （新）藤原美穂子 
 〃      村上テル子 
 〃    鷲足 優子 

監 事    山吹 和康 
 〃 （新）笹田 和子 
 

ＯＳＳスタッフ案 
サロン運営部 部長 谷村 典彦部 
サロン運営部 副部長 今井  譲部 
会員活動部 部長 原田 久嗣 
会員活動部 副部長 藤原美穂子 
会員活動部 副部長 村上テル子 
イベント部 部長 原田 久嗣 
会員活動部 副部長 藤原美穂子 
会員活動部 副部長 村上テル子 
事務局 局長     蜷川 貞司 
事務局 （会計）   大井 由民 
 〃 （会員管理） 鷲足 優子 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ホームページスタッフ 
責任者    佐藤 和春 
ＨＰ統括   佐藤 和春 
スタッフ   松本 綾子 

 
クラブ部長 

ウェッブぺージ 谷村 典彦 
デジカメクラブ 今井  譲 
パークゴルフクラブ 三部 孝雄 
ボウリングクラブ 大井 由民 
スキークラブ  阿部 茂樹 
散策クラブ  阿部 茂樹 
カラオケとダンスの会 大井 由民 
手工芸クラブ  川内 恒子 
遊遊クラブ  原田 久嗣 
パソコンクラブ 佐藤 和春 


顧問及び相談役

顧　　問	辰巳　治之 様

名誉会長	古田　重雄

相 談 役	川内　恒子

相 談 役	斉藤　　博



OSS役員案

会　長	　　　佐藤　和春

副会長	　　　谷村　典彦

理　事	（新）今井　　譲

〃	　　　大井　由民

　	〃	　　　蜷川　貞司

	〃	　　　原田　久嗣

	〃	（新）藤原美穂子

	〃　　　　　 村上テル子

	〃	　　　鷲足　優子

監　事	　　　山吹　和康

	〃	（新）笹田　和子



ＯＳＳスタッフ案

サロン運営部 部長	谷村　典彦部

サロン運営部 副部長	今井　　譲部

会員活動部 部長	原田　久嗣

会員活動部 副部長	藤原美穂子

会員活動部 副部長	村上テル子

イベント部 部長	原田　久嗣

会員活動部 副部長	藤原美穂子

会員活動部 副部長	村上テル子

事務局　局長	　 　　蜷川　貞司

事務局	（会計）　　　大井　由民

　〃	（会員管理）　鷲足　優子



























ホームページスタッフ

責任者	　　　佐藤　和春

ＨＰ統括　　　佐藤　和春

スタッフ　　　松本　綾子



クラブ部長

ウェッブぺージ	谷村　典彦

デジカメクラブ	今井　　譲

パークゴルフクラブ	三部　孝雄

ボウリングクラブ	大井　由民

スキークラブ		阿部　茂樹

散策クラブ		阿部　茂樹

カラオケとダンスの会	大井　由民

手工芸クラブ		川内　恒子

遊遊クラブ		原田　久嗣

パソコンクラブ	佐藤　和春
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参考資料 

機材一覧 

    

名称 メーカー 型番 仕様 

液晶プロ 
ジェクター EPSON EB-W12 解像度 1280✕800 

2800 lm 

パソコン 
 ８号機 富士通 FMVA77KW 

Windows 8 x64 Home Premium 
Core i7-3632QM 2.2GHz 
HD 1TB  MEM8GB 
タッチパネル 

パソコン 
10号機 NEC NS350DAR-KS 

Windows 10 x64 Home  
Core i3-6100U 2.3GHz 
HD 1TB  MEM 4GB 
15.6型ワイド（HD） 
ブルーレイディスクドライブ 

WiFi 
ルーター1 

ソフト 
バンク 
（株） 

 
(Y-Mobile) 

603HW 7GB/月 

WiFi 
ルーター2 603HW 7GB/月 
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