
 

社会福祉法人からしだね 平成 2８年度事業報告書 

 

１ 役員 （平成 2９年３月 31日現在） 

理事 春見静子、ヨルグ・マウツ 加藤正仁、古賀正典 栃本一三郎 廣岡和明 佐久間勤 

７名  

監事 赤塚光子、石橋光朗 2名  

評議員 春見静子 ヨルグ・マウツ 加藤正仁 古賀正典 栃本一三郎 廣岡和明 佐久

間勤 小坂礼子 香川澄子 角田祥子 廣岡佑一 前田恭子 前之園幸一郎 渡邉

義也 加藤満子 1５名  

期間  評議員 平成 2８年 4月 1日―平成 2９年 3月 31日 

    理事・監事 平成 2８年 4月 1日―平成 29年定時評議委員会 

２ 事業  

１） 保育所 うめだ「子供の家」の運営 

２） 障害児発達支援センター うめだ・あけぼの学園の運営 

３） 保育所 足立区立青井保育園の運営 (指定管理者) 

 

３ 評議員会・理事会の開催状況 

１）日時 平成２８年５月２８日 (土) １４時００分―１６時００分 

場所 東京都千代田区紀尾井町７－１ SJハウス 

出席者 春見静子 栃本一三郎 加藤正仁 ヨルグ・マウツ 佐久間勤 廣岡和明 

前之園幸一郎  香川澄子  小坂礼子  加藤満子 

評議員１５名中 １０名出席 理事 ７名中５名出席(理事 7名中６名出席) 

     石橋光朗 赤塚光子 監事２名中２名出席 

欠席者 評議員（理事）古賀正典 廣岡佑一 渡邉義也 角田祥子 前田恭子   

     定款 13条の５，９条の５の規定により会議は成立した。 

議題    

審議事項  

１ 平成２８年度事業報告 

2 平成２８年度最終補正予算と決算  

     ３ 就業規則等の改正 

４ うめだ「子供の家」建替工事に伴う設備・備品請負業者 

並びにカトリック梅田教会司祭館建設請負業者の選定 

２）日時 平成２８年７月２１日（木）1４時 00分―1５時 30分 

場所 東京都千代田区紀尾井町７－１ SJハウス 

出席者 評議員 春見静子 佐久間勤 加藤正仁 ヨルグ・マウツ 栃本一三郎 廣



岡和明 前田恭子 前之園幸一郎 加藤満子 渡邊義也 １５名中１０名(理事７名

中６名)出席 

監事 石橋光朗 赤塚光子 ２名中２名出席 

欠席者 評議員 古賀正典 小坂礼子 広岡佑一 角田祥子 香川澄子 ５名欠席 

議題 

審議事項 

   １ 基本財産処分承認申請 

   ２ うめだ「子供の家」児童福祉施設内容変更届申請 

   ３ うめだ「子供の家」物品廃棄処分の承認    

報告事項 

   １ 足立区による社会福祉法人指導検査 

   ２ うめだ「子供の家」園舎建替工事の経過報告 

３）日時  平成 2８年 10月１４日 (金) 1４時００分―16時００分 

場所  東京都千代田区紀尾井町７－１ SJハウス 

出席者 加藤正仁 春見静子 栃本一三郎 ヨルグ・マウツ 渡邉義也 香川澄子 

前田恭子 前之園幸一郎 小坂礼子 加藤満子 評議員 15 名中 1０名（理

事７名中５名）出席  

石橋光朗 赤塚光子  監事２名中 2名出席 

欠席者 評議員 古賀正典 佐久間勤 廣岡和明 廣岡佑一 角田祥子 5名欠席 

  議題    

審議事項   

１ 平成 2８年度補正予算 

    ２ 社会福祉法人からしだね定款変更 

    ３ 評議員選任・解任委員会細則 

    ４ 評議員候補者推薦 

５ 評議員選任・解任委員の選任 

６ 給与規程の一部改正 

報告事項 

   １うめだ「子供の家」園舎建替工事の経過報告 

   ２ からしだねフェスティバルの報告 

４）日時 平成 28年 12月 26日(月) 15時 00分―16時 00分 

場所  東京都千代田紀尾井町７－１ ＳＪハウス 

出席者 春見静子 加藤正仁 ヨルグ・マウツ 栃本一三郎 佐久間勤 廣岡和明 

香川澄子 前之園幸一郎 前田恭子 加藤満子 渡邊義也 角田祥子  

評議員１５名中１２名出席 理事７名中６名出席 

       監事 赤塚光子 石橋光朗 ２名出席 



欠席者 評議員（理事） 古賀正典 小坂礼子 廣岡佑一 3名欠席 

      定款１３条の６ ９条の５ の規定により会議は成立した。 

議題    

審議事項  

１ 基本財産の処分 

２ 役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬に関する規程の改定 

   報告事項 うめだ「子供の家」建替工事の工程表 

５）日時  平成２９年 3月 8日(火) 14時 00分―16時 00分 

場所  東京都千代田紀尾井町７－１ ＳＪハウス 

出席者 春見静子 加藤正仁 ヨルグ・マウツ 栃本一三郎 廣岡和明 香川澄子 

小坂礼子 前之園幸一郎 前田恭子 加藤満子 渡邊義也   

評議員１５名中 1１名出席 理事７名中５名出席 

       監事 赤塚光子 石橋光朗 ２名出席 

欠席者 評議員（理事）古賀正典 佐久間勤 廣岡佑一 角田祥子 3名欠席 

       

議題    

審議事項  

１ 平成２９年度 事業計画 

２ 平成２８年度２次補正予算 

３ 平成２９年度当初予算 

４ 定款変更 

５ 定款施行細則の制定 

６ 経理規程の一部改定 

７ 各施設の運営規程、その他規則の改定 

８ 法人本部非常勤職員就業規則 

９ うめだ「子供の家」施設認可変更申請 

10 定時評議員会の日程 

11 理事・監事の候補者 


