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２月の活動報告 

総会（２月１２日） 

 柴田町「食のギャラリー花菜」にて２０１２年度総会が開催されました。会議の内容は以下の通りで

す。 

１．日時	 	 2012年（平成 24年）2月 12日（日）	 14：15～16：15 
２．場所	 	 柴田町食のギャラリー「花菜」 
３．出席者数 14名、委任者数 33名（会員数３分の１以上で総会は成立した） 

４．議長選出の経過	 吉島哲夫が開会を宣言し、議長選出を諮ったところ、理事長 白内恵美
子を満場一致で選出した。議事録署名人に森淑子、菅原武佐子を、書記には菅原武佐子

を満場一致で選出し、協議事項の審議に入った。 

５．第１号議案	 ２０１１年度事業報告案について、理事・仲村得喜秀から報告があり満場

一致で承認された。 
６．第２号議案	 ２０１１年度決算報告・監査報告について、会計・菅原武佐子、監査代理・

森淑子から報告があり満場一致で承認された。 
７．第３号議案	 ２０１２年度事業計画案について、理事・仲村得喜秀から提案があった。 
	 	 	 ・５月２０日の２６周年記念行事は多数の参加となるよう努める。 

	 	 	 ・２６周年記念行事の際、協力企業に対して感謝状を贈呈する。 
	 	 	 ・６月１０日の植林祭は苗木５００本を植林予定。 
	 	 	 ・植林祭には多くの子供たちに参加して欲しいので、小学校にチラシを配り 

	 	 	 	 参加者を募る。 
	 	 	 ・作業小屋に防腐剤を塗装する 
	 	 ２０１２年度事業計画案は、原案の通り満場一致で承認された。 

８．第４号議案	 ２０１２年度予算案について、理事・森淑子から提案があった。２０１２

年度予算案は、原案の通り満場一致で承認された。 
９．第５号議案	 ２６周年記念行事について、記念行事実行委員会副委員長の古舘義男から

記念大会実施要領の説明があった。主な内容は次の通り。 
	 	 開催日時	 ２０１２年５月２０日（日）１０：００~１４：３０ 
	 	 規模	 	 	 参加者８０名 

	 	 開催場所	 白石市舞鶴会館 
	 	 参加費	 	 ２,０００円（弁当、コーヒー代） 



 2 

	 	 ２６周年記念行事実施要領は、原案の通り満場一致で承認された。 

１０．第６号議案	 研修旅行について、理事・仲村得喜秀から６月に秋田県男鹿半島真山行

きが提案された。日程は６月２３、２４日予定。参加者が１５名に満たない場合は中止

する。研修旅行案は満場一致で承認された。 

１１．第７号議案	 柴田町船迫生涯学習センターとの共催による「生態学」連続講座につい

て、理事・仲村得喜秀から提案があり実施することが満場一致で承認された。 
１２．第８号議案	 役員の改選について、理事・仲村得喜秀より次の通り提案があっ 

	 	 	 た。 
	 	 	 理事長	 白内恵美子、副理事長	 加藤 朗 
	 	 	 理事 （再任）仲村 得喜秀、山田 静枝、森 淑子、丹野 みき、 

森山 稔也、古舘 義男 
	 	 	 	 	  （新任）渡辺 幸雄 
	 	 	 	 	  （退任）高橋 博、長澤 武彦 

	 	 	 監事	 大西 誠	 	 会計	 菅原 武佐子 
	 	 役員改選については、満場一致で承認された。 
１３．第９号議案	 その他	 理事・丹野みきから、総会・新年会の開始時間を早める 

	 	 	 ことと開催場所の検討を求める要望が出され、来年度は検討することとした。 

各議案は討議の結果全て承認されました。総会の後は、引き続き同会場で新年会が開催されまし

た。 

 

「スノーシューハイキング」２回目（２月１９日） 

 雪に覆われた植林地では、齧られて間もない食害された樹が多く観察でき、まるでノウサギの雪上

レストランのようでした。午後には植林地に隣接した森で、２００４年の植林地に向かって続く、新しい

ノウサギの足跡を見つけました。その足跡をたどって行くと、ついに冬毛をまとった純白のノウサギを

発見。ノウサギは気配を察してすぐに走り出しました。スノーシューでどたどたと追いかけること数分、

一行４人が息を切らしている間に悠々と森に消えて行きました。今回は、初めてノウサギに遊んでも

らえました。 

 

３月の活動案内 

定例会 

  開催日  ３月１１日（日） 

  集  合  場所のわからない方、JR 利用の方  ９：３０ 白石市役所 

        自力で来られる方   １０：００ 苗畑（深谷） 

  場  所  苗畑（深谷） 

 内  容  根回しと１年苗の定植 
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森の教室 

 開催日  ３月２５日（日） 

 集  合  作業小屋 １０：００ 

 内  容  ヤマハンノキ枝打ち（白石市市制５０周年エリア） 

 

お知らせ 

◆	 ２６周年記念大会のご案内  

  《目的》会の結成 26周年に当たり、これまでの活動を総括し、ともに活動した仲 
	 	 	 	 	 間たち、支えてくださった方々に感謝し、今後の活動に向けて決意を新た 
	 	 	 	 	 にする機会とする。 

	 《日時》2012年 5月 20（日）10：00～14：30 
	 《場所》舞鶴会館 
	 	 	 	 	 白石市大手町４‐３ 

	 	 	 	 	 電話	 ０２２４‐２６‐２３２３ 
	 《規模》80名 
	 《参加費》	 ２０００円（弁当、コーヒー代） 

	 《内容》 
	 	 	 	 	 26年間の活動成果報告（仲村理事） 
	 	 	 	 	 記念講演Ⅰ「CO2問題とオゾン被害」（西口親雄先生） 

	 	 	 	 	 記念講演Ⅱ「山で遊べるこどもたち」（保谷忠良先生） 
	 	 	 	 	 記念演奏：アイリッシュハープ	  
◆	 ２５周年記念誌について  

   総会出席者にはすでに配布しましたが、総会に欠席の会員にも送付いたします。 
  是非、お手に取ってご覧下さい。 
◆	 年会費について  

グリーンレンジャーの年会費（４０００円）が未納の方はこちらの口座にご入金願います。 

  郵便振替口座 ０２２７０－７－４３８７７ 
  特定非営利活動法人 蔵王のブナと水を守る会 
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