第１号議案―１

平成２８年度（第１７期）事業報告（案）
理事長
諸情勢報告
平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日）の主た
る事業活動のパソコン教室事業は、受講者減少の続く厳しい環境ではあり
ましたがスタッフの皆様のご努力により、受講者数は、大名教室、馬出教
室、春日教室の３教室を合わせて、延べ４,５５７名、パソコン教室収入は
外部講座などを含めて４２０万円、会費、その他等を合算した収入総計は
５３９万円となりました。
一方、会員相互の懇親・交流行事では、昨年１０月開催の「文化祭」、本
年２月開催の「交流会」は、実行委員、世話役の皆様のご努力で、多数の
会員、賛助会員の皆様の参加、来場を得て、成功裏に行事を終えることが
出来ました。
同好会・愛好会の活動も世話役・幹事の皆様のご努力で、活況を呈し、
全体行事とあいまって会員相互の交流懇親の輪を広げることができました。
また、新しい試みとして、昨年９月から各月（第１土曜日）大名教室を
開放しての「Daimyou Club」にも多くの方々に顔を出して頂き、皆様に喜
ばれる楽しいクラブになって参りました。
今後の課題としましては、3 月末を以って 14 年の長きに亘り市との協同
事業として活動して参りました馬出教室を閉鎖、大名教室に移管・統合し
た新しい大名教室も、市の名義後援を得てスタートすることが出来ました。
新しい『いきいきパソコン教室』のＰＲに務め、受講者を増やし事業収支
改善に努力する共に、会員相互の楽しい行事、交流の場を提供する催し物
など、関係の皆様の協力を得て開催して参りたいと考えております。
会員の皆様のシニアネット福岡の会業務活動への積極的な参画、ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。
以下、各部局から事業報告をいたします。
以上

第１号議案－２

平成２８年度（第１７期）事業報告（案）
事務局
次の通り事務局の活動報告を致します。
１、平成２８年度末の会員数並びに賛助会員数は以下の通りです。
会 員 数
３２７名
（前年度 ３４８名）
賛助会員数
２０団体
期中入会（２社）
・㈱LIXIL シニアライフカンパニー
・㈱穴井工務店
期中退会（１社）・すこやかＦＰ総合事務所
２、シニア向け安全見守りシステム機器「ピコット」の開発に、会員がモニタ
ーとして協力しました。（８月）
３、入会申込の簡素化のために従来の SNF のホームページからの申込に加えて、
SNF のリーフレットに差し込んだ「入会申込書」からも申し込みができるよ
うにしました。（８月から）
４、会員の自由な交流の場として「Daimyou Club」を、毎月第一土曜日午後（13
時から 16 時）、大名教室にて行うようにしました。（初回９月）
５、賛助会員の（株）LIXIL 高齢者住生活支援センター（西新）様の御協力に
て、会員の作品を同センターに展示しました。（１０月から順次展示）
（写真展、ワードでお絵かき展、写真の三人展、趣味作品三人展等）
６、馬出教室の閉鎖を、臨時理事会を開き決定しました。
（２８年１２月１６日）
平成１５年から開講してきた馬出教室を、市の申出（１１月２２日）を受けて、
２８年度の３月末を以って閉鎖することを決めました。
７、福岡市長宛て大名教室の名義後援申請書（期間２９年４月１日～３０年３
月３１日まで）を提出しました。（１月２５日）、
８、名義後援承諾（回答）書を受け取りました（１月２６日）。
＜市政だより・情報ボックスにパソコン教室受講者募集広告を掲載＞
９、大名教室の環境整備を実施しました。（２月、３月）
10、馬出教室を大名に集約するにあたって、大名教室の机の入れ替えや電源及
び LAN 等の配線整備を行いました。
11、馬出教室閉鎖に当って市・総務企画局 ICT 戦略室長から「地下鉄馬出九大病
院前駅構内でのパソコン教室」に対し御礼状を受取りました。（２月２８日）
＜平成１５年からの長年にわたり、高齢者向けパソコン教室の開講に尽力
したことに対しての御礼です。＞
以上

第１号議案―３

平成２８年度（第１７期）事業報告（案）
広報部
広報グループは主として以下の広報活動を行ってきました。
１、 総会報告、理事会報告」「オリエンテーション報告」を開催の都度、解り
やすく纏めて会員の皆様に向けて、fuk－ml に配信し広報活動に努めてき
ました。
２、 季節毎、第四水曜日には新入会員対象のオリエンテーションを開いて
理事長の歓迎挨拶、パソコン教室事業部長及び同好会代表の方に参加して
頂き、シニアネット福岡の概要、同好会活動の紹介、パソコン講座の内容
と受講の方法を解説、ウイルス対策や Q＆A など会員に役立つコミュニケ
ーションと PR を図り、新入会員の入口の門戸を広げる活動を重ねてきま
した。本年度の参加者は １９人「男性８人 女性１１人」でした。
３、 ブログ「ざ・こうほう」を更新して、会員の皆様に親しみある本部や講
座風景、各同好会及び今年度より賛助会員 ㈱LIXIL シニアライフカンパ
ニー様のショウルームに於いて教室で学んだワードでお絵かき作品・写真・
趣味で作られたクラフト展などを開催すると共にパンフレットを並べ見学
に来られた方々に評判を得ています。
ブログ「ざ・こうほう」にリンクいたしました。
４、 １０月の文化祭には広報部も準備の段階から携わり、多くの皆様に文化祭
へ参加をして頂こうと会員様に呼びかけ、沢山の出品をして頂き大変好評を
得る事が出来ました。
５、 組織内活動の一環として本年２月１８日に開催された交流会において、
会員や賛助会員様の受付を担当しました。
６、 馬出教室閉鎖により講座集約会議、大名教室の環境整備、PC 機器等搬出
及び大名教室への搬入等に携わり統合の準備を進め、新年度４月の開講に
至りました。
７、 昨年９月魅力ある会の一環として各部局の皆様で「Daimyou Club」を
起ち上げました。
月１回（第１土曜日 13：00～16：00）パソコンを通して会員の交流の
場所となり、充実した時間となっています。
以上
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平成２８年度（第１７期）事業報告（案）
ホームページ部
シニアネット福岡の総括機関紙として作成されたホームページを使って、組
織や活動方針・定款等々を、そして具体的活動の計画や実行・結果のまとめを、
さらには皆さんからの諸活動報告のリンクを公開して、内外への伝達を致しま
した。
以下活動のまとめをいたします。
１、定例的業務
（１）シニアネット福岡の主要活動のＰＣ教室運営に関連して、講座スケジュ
ールの更新業務、講座の紹介・ＰＲ等を行ってきました。
（パンフレットのリンク紹介、馬出教室の市広報誌への掲載内容のリンク
等及び馬出教室閉鎖に伴う更新作業）
（２）
「同好会」活動のフォローとして月々の計画・更新、会員の皆さんへの紹
介のサポート等を行ってきました。
（３）行事、総会等のお知らせ、
「小窓」部分の写真や「お知らせ」の更新を行
ってきました。
（４）
「会員の広場」のホームページ、アルバム等のリンクや皆様への紹介をし
てきました、特にリンク切れ等確認更新作業を行いました。
（５）活動にご協力いただいている「賛助会員」様のリンク・更新をしてきま
した。
２、非定常、特定業務等
（１）総会資料のＰＤＦ化公開資料として作成リンクしました。
（２）新年理事長挨拶のリンク紹介をしました。
（３）決定した「新組織図」作成、会員構成状況ページのリニューアルなど会
員への周知、ＰＲを致しました。
（４）活動の記録を残す「あゆみ」ページの更新を致しました。
（５）本年度も文化祭、交流会等の HP 化、ページリンクして公開をしました。
（６）今年度特別作業として、交流の場つくりの一環としての掲示板を作成・
公開し約１年継続しています。
以上
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平成２８年度（第１７期）事業報告（案）
渉外交流部
渉外交流部の主な活動報告を致します。
１、会員相互の文化的交流を図る場として、第１１回文化祭をふくふくプラザ
にて平成２８年１０月９日から１２日まで４日間開催しました。
○文化祭来場者数（延） 計 ２３６名
（10/9-56 名, 10/10-68 名, 10/11-40 名, 10/12-72 名）
○出展作品は、以下のように多くの作品が集まりました。
・絵画・水彩画・陶芸・手芸他
４４点
・写真 ２７名出品
５５点
・手のひらサイズ １８名出品
○その他、同好会や趣味の会の作品も多く出品されました。
○会場では、 PC 教室等の臨時講座はじめ
会員の方を講師に手芸（ステンシル）の講習会も行われ来場された皆
さまに、大変喜んでいただきました。
又、別会場では歩こう会の映写会等も実施され、大いに賑わいました。
２、会員相互の親睦を図る場として
「平成２９年交流会」を２月１８日に、アークホテルにて開催しました。
○参加者 ７５名（会員６９名+賛助会員様６名）
多くの方に参加頂き、お互いの親睦を大いに深めました。
３、その他
・月に一度会員さまの交流の場として、「Daimyou Club」を開催。
PC 教室スタッフの協力をいただき PC 関連の Q＆A や会員様の趣味関係の
場として使っていただくなどしており好評を得ております。
・PC 教室に関して（馬出教室、大名教室統合）馬出移転、大名教室環境整
備等、渉外交流部としても全面的に協力しました。
以上
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平成２８年度（第１７期）事業報告(案)
パソコン教室事業部
１．各教室受講者数及び受講券売上額
教

室

名

受講者数（人）

受講券売上額（円）

大 名 教 室

2,074

1,717,400

馬 出 教 室

2,389

2,210,600

春 日 教 室

94

78,600

4,557

4,006,600

合

計

注）外部講座等

大名教室

189,300 円

含まず（郵退連他）

２．開設講座数及びスタッフ数（29 年 3 月現在）
教

室

名

講

座

数

担当スタッフ数（人）

大 名 教 室

11

25

馬 出 教 室

11

23

合

22

48

計

３．主な PC 機器類購入及び工事費（円）
品

名

PC（Win10）

大 名 教 室
115,430

馬 出 教 室
123,638

合

計
239,068

HP ﾋﾞﾙﾀﾞｰ Ver20

16,254

16,254

LAN,電源等配線

270,000

270,000

PC 机の購入

40,650

40,650

合

442,334

計

123,638

565,972

４．春日教室を１１月に閉鎖しました。
また、平成１５年より１４年間に亘り、福岡市との協同事業として活動し
てきた馬出教室を、市の要請により３月末で閉鎖しました。
これまでの馬出教室の講座及びスタッフを大名教室へ集約化し、１１講座
を１７講座に増やし、福岡市の名義後援を得て、「いきいきパソコン教室」
として引き続き、市政だよりにより受講生を募集することで新たにスター
トすることとなりました。また、新しい教室案内を作成し、各市民センタ
ー、公民館などに配布し、受講者増を目指していくこととしました。
以上

