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5月21日(土)第18回通常総会を開催しました

【日時】令和4年4月７日(土) 14：00～14：30

役員の人選及び定款の変更は総会の議決事項です。

総会を開かず、書面で決議を行う場合は、正会員全員

の承諾がなければいけないと定められています。

当法人の正会員は130人以上（令和3年度）ですので、

全員から事前に承諾を得ることは難しく、臨時総会を

開催しました。

１．議案第1号「監事欠員のため、後任者

1名選出の件」について
【提案理由】

去る3月6日、田澤博志監事が

ご逝去されました。定款14条

及び17条に則り、後任監事の

選任を行う必要がありました。

【決定事項】

満場一致で後任監事を選定。

監事 渡部 伸広

理事長あいさつの後、令和3年度の事業報告、活動

決算報告、監査報告が行われ、さらに、令和4年度の事

業計画案、活動予算案は皆さんのご承認をいただき予

定していた議事を滞りなく終えることができました。

終了後、会場のカダール研修室では参加していた全

員が近況について思い思いに話すなごやかな時間と

なりました。コロナ禍が続くなか、皆さんと直接お会い

し、言葉や笑顔を交わすことができて本当によかった

です。どうもありがとうございました。

することで、万が一、監事に事故があった場合でも、

理事同様人数の範囲内では、臨時総会を開かずに、

通常総会での選出が可能になります。

【決定事項】

満場一致で変更が承認。

①定款第13条（２）監事1人または2人

②定款第16条に下記3をあらたに設けることを提案。

【提案理由】

旧定款では、16条の規定2・4に役員の任期を伸ばす

規定はあるのですが、短くする規定がありません。役員

の任期は2事業年度の総会までです。しかし、総会の

日程はいつも同じではなく、任期満了前に総会が開か

れると、新理事は前任者の任期が終わってからの就任

になるので、理事長・副理事長を決める日時が後回に

なります。そこで、役員の任期が任期満了前であっても

総会終結時に任期の交代ができるよう法人運営の円

滑化を図るため、規定の3の追加を提案しました。

【決定事項】

満場一致で変更が承認されました。

②第16条３ として「第1項の規定にかかわらず、任期

満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会に

おいて後任の役員が選任された場合には、当該総会

が終結するまでを任期とする。」を、追加。

（総会資料P18またはホームページをご参照ください）

臨時総会の開催報告
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↑新監事の渡部伸広さん

２．議案第2号「定款の変更」について
①定款第13条（２）「監事2人」と定めているところを、

このたび「監事1人または2人」への変更を提案。

【提案理由】

定款13条では、「理事は5人以上10人以内」と人数

の幅がありますが、監事にはありません。定款を変更



①映画を通して多様な価値観にふれ、男女

共同参画や生き方についてあれこれ考え

たり、いろいろ語りあったり、何か行動変

容を起こしたりする「きっかけ」を皆さんに

ご提供していきたいと考えています。

②「シネマ・みねば・まいねin映画館キャン

ペーン」映画館でのシネマ鑑賞に500円

の補助をお出しするという太っ腹企画！

詳しくはチラシをご覧ください。

③部会員同士たくさんおしゃべりして、その

輪を広げていきたいです。（部会長のしゃ

べりすぎに注意）

部会長 篠崎 有香

①部会員で担当を決め、アイデア出しから

企画、交渉などを進めていきます。コロナ

だからできないではなく、慎重に対策をし、

外へ出ようと思っています。ご協力をお願

いします。

②2022年は「第7回川柳かるた世界大会」

「学生との交流と研修会 第2弾」

「よその町の男女共同参画団体との交流」

が柱になります。

③部会のモットーは「みんなで楽しく活動」

です。そんな思いで企画から実践まで

ワイワイがやがやとやっています。

部会長 鈴木 重一

当日は田中正子代表取締役がカダールにご来館
（当法人の賛助会員でもあります）。
お迎えするにあたり、ささやかですが、贈呈式を行
いました。いただいた寄付金は当会のミッションに
沿った活動の運営資金に使わせていただきます。ご
厚意に感謝申し上げます。 （理事長 千田晶子）

株式会社エール・キャリアスタッフ様
より寄付金10万円をいただきました

テーマ
①活動内容 ②今年度のイチオシ事業
③今年度の抱負を一言で

部会だより

◆シネマ部会◆◆研修・交流部会◆

①今年度は秋に予定している「意見交換

会」、カダールフェスタでの「朗読会」に

向けて企画を進めています。

これまで自粛していた月イチ会議を復活

させ、部会の交流と情報交換でこの活動

に興味を持ってくださる方が増えるよう

楽しく、有意義な企画を進めていきます。

②10年目を迎える節目として、新しい企画

を予定しています。

③今年度の抱負を一言で 「始動！」

部会長 千代谷 直美

◆企画・クリエイティブ部会◆ ◆心とからだの健康を考える部会◆

①コロナでこの2年はいつも行っていた計画

ができず、部会活動はコロナ禍の活動制限

がある中で、できることを皆で頑張ろうと、

リーフレット改定に力を注ぎました。

②8月はピンクリボンキャンペーンin青森ね

ぶたです。青森菱友会様のねぶたで出陣し

ます。また、講座「介護のキホンの『き』」も

開催予定です。皆様のご参加をお待ちして

おります。

③今年度はどうなるか、コロナの状況に合わ

せた活動になると思いますが、皆様、今年

もよろしくお願いします。

部会長 堀内 美穂



に個性が出て、全員夢中になって楽しんでいま

した。(感染拡大防止のため試食はせず使い捨

てのお弁当

容器に入れ、

各自持ち帰

り)

男性は仕事、女性は家庭というかつての常識

とは異なり、最近では夫婦共働きが７割を超え

ています。そのため女性だけで家事・育児・介

護を担うことが見直され、これからますます男

性が家庭的責任を担うことが必要になると思い

ます。

（青森ケーブルテレビ情報番組「さんかく△すすめ隊」より抜粋）

６月のケーブルテレビ「さんかく△すすめ

隊」のゲストは青森市食生活改善推進員会会長

山谷詠子さんと副会長の前多敬子さん。

新しい仲間が増えています。

ハーブティーを飲みながらお喋りし
ませんか。部屋が変更する可能性もあ
りますので、ご注意くださいね。

店主 藤川あきつ
【開店日】

7月16日(土)ワーク1   12:00～16:00
8月20日(土)ワーク2 12:00～16:00
9月17日(土)ワーク1   12:00～16:00

10月15日(土)ワーク1   12:00～16:00

会員さんをお一人ずつ紹介し、その素顔

に迫っていくコーナーです。

以下の質問に答えていただきました。

①最近ハマっていること

手作りの食パンを作って、皆さんにおい

しいと食べていただくこと。友人から中古

の機械をいただき、ハマって

しまいました。

②特技

初対面の方とすぐ友達になれること。

飲み二ケーション、カラオケ、詩吟。

③すすめる会でやってほしいこと

ひとり親家庭・貧困対策についての支援

④会員の皆さんへメッセージ

皆さんとお友達になり、たくさんの情報

をいただき、人生１００年に向かって健康

で楽しく笑って暮らせる人生にしたいの

で、よろしくお願いします。

第１回 秋田谷洋子さん

６月１４日、アピオあおもり2階大研修室１で、

「アピオあおもり秋まつり」の出店希望者事前

説明会が開催されました。当法人からは、研修・

交流部会長の鈴木重一さんが出席しました。

秋まつりにおいて、当法人は11月12日から

1か月間、YouTubeで活動内容をオンデマン

ド動画配信する予定です。皆さま乞うご期待！

次回のゲスト▶▶東北財務局青森財務事務所理財課

専門調査員 大澤真弓さん

「アピオあおもり秋まつり 男女共同参画
フェスティバル２０２２」についてのお知らせ

（開催日：１１月１２日）

会員紹介コーナー

私ってこんなひと

↓

収
録
の
様
子

お２人には、青森市働く女性の家「アコー

ル」で「男性の料理入門講座～おべんとう作り

編」の講師をしていただき、「コロナ禍でお弁

当が見直されてきた昨今、おいしく栄養バラン

スがよいものを作ることは健康な生活に欠かせ

ないものである」ことをお話してくれました。

参加者の方々は同じ総菜を作っても、盛り付け

↓
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山谷会長
前多副会長



特別会員

◆東京都立大学

名誉教授 江原 由美子 様

◆沼田法律事務所弁護士 沼田 徹 様

賛助会員（順不同）

・小豆畑 緑 様 ・貝森 敦子 様

・関 昭子 様 ・千葉 あさ 様

・中村 富子 様 ・成田 有子 様

・軽米 智雅子 様

・青森中央学院大学 様

・青森中央短期大学 様

・パープルリボンまゆらAOMORI 松山 佳子 様

・青森オフセット印刷株式会社 様

・青森ケーブルテレビ株式会社 様

・青森ヒューマンシステム株式会社 様

・青森三菱自動車販売株式会社

代表取締役 佐々木 聡 様

・青森三菱電機機器販売 株式会社

代表取締役 林 均 様

・株式会社 エール・キャリアスタッフ

代表取締役 田中 正子 様

・株式会社 協 同 様

・株式会社 日専連ホールディングス

代表取締役 木村 哲夫 様

・株式会社 ファイブ・ワン 様

・株式会社 みちのく銀行 様

・長尾印刷 株式会社 様

・日乃出タクシー株式会社 様

・富国生命保険相互会社 青森支社 様

・不二印刷工業株式会社 様

・みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

青森営業部 様

・株式会社 青森銀行 様

・有限会社 ビックジャパンカースーパー 様

・青森県信用組合駅前支店 様

・株式会社 北都 代表取締役 工藤 信孝 様

・明治安田生命保険相互会社青森支社

青森観光通営業所 様

・ワインパブ「タートヴァン」 野村 直伸 様

・岩男外科医院 様

・株式会社 青森毎日広告社

代表取締役社長 工藤 昭彦 様

・株式会社 佐藤建業 代表取締役 千葉 昇 様

【会員数】

「正会員」 １２５名

「賛助・特別会員」 ３６名

2022.6.30現在

会報メール
発送希望者

【賛助会員PRコーナー】

次号からの会報発送の際、メールでの

受け取りをご希望の方は、以下のメール

アドレスまでご連絡ください。

メール発送の場合、会報はカラーとなり

ます。

申込先： nakama@actv.ne.jp

記入項目： ① 氏名

②メールアドレス

※添付ファイル(PDF)の開封

が可能なメールアドレスで

お願いいたします。


