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富士市学校給食を考える会 平成 27年度 総会議事録 

 

                     平成 27年 5月 27日（水）13：00～ 

               場所：富士市伝法まちづくりセンター 

出席者：１０名、委任(３１名)・・・会員 ５５名（男性１７・女性３８） 

 

＊第２５０回定例会報告は、総会議案提案なので省略します。 

①平成 26年度  事業報告・・・承認 

食育の推進のため、学校給食の理想を追求していく活動を以下のように行いました。 

 

Ⅰ．自主的な活動 

 総会   １回 

 定例会        10回 

 会報発行        ９回 

 フォーラムの開催  １回（親子料理教室） 

 学習会   １回（TPPを学ぶ） 

 イベント   １回（おとな祭り  食育クイズ） 

 

Ⅱ．行政主導の会議への参加 

 富士市学校給食地場産品導入協議会  ４回（内１回は視察） 

  納入業者研修会の講師・グループワーク １回 

  農家の出前授業の見学                 ２回 

 富士市学校給食検討委員会   ３回（内１回は視察） 

 富士市食育推進会議     ３回 

  「食育講演会」   １回 

Ⅲ．他団体との交流 

 

 静岡県学校給食ネットワーク  ５回 

 きらり交流会議   記念事業の「遊びのひろば」に協力 

 ふじ食農体験交流協議会  

Ⅳ．その他 

 “ふじのくに食の都づくり貢献賞”の受賞 

 「TPP学習会」実行委員会へ県ネットワークで参加 

 「ふじのくに食の都づくり仕事人によるメニュー講習会」に参加 

 「原発事故子ども被災者支援法」に基づく施策の拡大と早期実現を求め

る意見書の提出に協力 

 「対談：浜岡廃炉からはじまる明るい未来」に共催 

  

富士市学校給食を考える会ホームページアドレス 

shizuokakyusyoku.sakura.ne.jp/fuji_kyusyoku/ 

 

 

 

251回定例会の日程は 

ホームページにのせます。 
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②平成 26年度  会計報告・・・承認  2014年 3月～2015年 2月 

収入の部 

（単位：円） 

項目 金額 摘要 

前年度繰越金 49,892  

会費収入 96,000 2000×48 

支援金・賛助金・カンパ 96,000 ユーコープ（30,000） 

富士市職員組合（30,000） 

富士中央青果（20,000） 

岳南青果商協（5,000） 

その他個人 

合計 241,892  

 

支出の部 

（単位：円） 

項目 金額 摘要 

通信費 71,717  

旅費交通費 11,000 500×22  検討委員会・地場産品導入協議会等 

印刷代 51,084  

消耗品費 45,426 封筒代、インク代、事務用品など 

他団体年会費 8,580 ふじ食農体験交流協議会（2000） 

きらり交流会議（1000） 

全国学校給食を考える会（3580） 

静岡県学校給食ネットワーク（2000） 

慶弔費 2700 加藤英子さん、望月貞則さん弔電費 

事業運営費 18,744 フォーラム不足分、野菜当てクイズ食材費 

次年度繰越金 32,641  

合計 241,892  

 

以上ご報告いたします。 

 

       会長  小櫛和子 

       会計  保科朗子 

 

本会計報告書について、関係帳簿等監査の結果 相違ないことを認めます。 

 

 平成 27年 5月 14日 

      会計監査 毛涯克子 
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③平成 27年度  役員・・・承認されました。 

会     長 小櫛和子    

副 会 長 保科朗子 西村知浩   

会     計 保科朗子    

運営委員 服部明子 高畑嘉子 遠藤裕紀子 増田悦子 

 畑  裕美 片岡律子   

事 務 局 石川英之    

会計監査 毛涯克子    

顧問（富士市長） 小長井義正    

顧問（富士市議） 笠井  浩 影山正直 鈴木幸司 山下いづみ 

 

富士市学校給食検討委員会委員 ：小櫛和子・保科朗子・片岡律子 

富士市学校給食地場産品導入協議会：小櫛和子・保科朗子・西村知浩・服部明子 

       ・増田悦子 

富士市食育推進会議委員  ：小櫛和子 

ふじ食農体験交流協議会  ：小櫛和子・石川英之 

 

④平成 27年度  事業計画・・・承認されました。 

１．学校給食の理想を追求していく 

２．自主的活動 

① 富士発・女と男のフォーラム 

「子どもたちに伝えたい 食べることの大切さ１２」の開催（8月 22日） 

 ② 月１回程度 定例会を開催 

 ③ 会員及び、関係団体等との情報共有化のための情報発信 

  会報を広く発信すると共に、インターネットホームページを活用 

 ④ 母親大会分科会を担当 

    ３．富士市の学校給食の向上のため、行政主導の会議へ参加し発言していく 

 ① 富士市学校給食地場産品導入協議会への参加 

 ② 富士市学校給食検討委員会への参加 

 ③ 富士市食育推進会議への参加 

    ４．他団体との交流 

 ① 静岡県学校給食ネットワークへの参加 

 ② きらり交流会議への参加 

 ③ ふじ食農体験交流協議会への参加 

 ④ その他、食育に関心のある人及び、関係団体との交流・協力 

 ⑤ 富士調理技術専門学校創立 50周年記念「服部 幸應氏の食育講演会」に協力 

    ５．その他、本会の目的に沿った活動 
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⑤平成 27年度  予算・・・承認されました。 

 ２０１5年 3月～２０１6年２月 

収入の部 

（単位：円） 

項目 金額 摘要 

前年度繰越金 32,641  

会費収入 96,000 2000×48 

支援金・賛助金・カンパ 85,000 ユーコープ（30,000） 

富士市職員組合（30,000） 

富士中央青果（20,000） 

岳南青果商協（5,000） 

 

合計 213,641  

 

支出の部 

（単位：円） 

項目 金額 摘要 

通信費 70,000  

旅費交通費 11,000 500×22  検討委員会・地場産品導入協議会等 

印刷代 50,000  

消耗品費 46,000 封筒代、インク代、事務用品など 

他団体年会費 8,580 ふじ食農体験交流協議会（2000） 

きらり交流会議（1000） 

全国学校給食を考える会（3580） 

静岡県学校給食ネットワーク（2000） 

事業運営費 20,000 フォーラムへの補助、その他 

次年度繰越金 8,061  

合計 213,641  

但し  科目間の流用を認める。 

総会イベント：日月倶楽部の見学・ミニ講演 

  テーマ：「自然欠乏症候群と統合医療」 

  講  師：山本竜隆氏（ウェルネスユニオン代表・朝霧高原診療所院長） 

 

 

６６－０２２８（小 

櫛） 

お知らせ：６月２１日(日) 静岡県母親大会  第３分科会 (４階２４教室)に   

             参加の会員で事前に連絡いただいた方は 参加料（1,000円）を補助します。 

                       連絡先：０９０－４８６６－０２２８（小櫛） 

             お弁当の申込みも受け付けます。（620円・実費です） 


