
令和 4年 4月

熱田支部では、会員を募っています。入会を
希望される友人がおられたら、事務局へ友人の
お名前と住所を電話でお知らせ下さい。事務局
から入会の用紙を送らせていただきます。
連絡先

〒460-0024名古屋市中区正木3-2-70石油会館lF
愛知県年金受綸者協会熱田支部 TEL(052)332-5244

春暖の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し
上げます。また、日ごろは当支部の諸行事についてご理解と
ご協力を賜 り厚 くお礼申し上げます。

さて、一昨年より新型コロナウイルス感染予防のため緊急
事態宣言やまん延防止等重点措置が、途切れることなく発出
されていたため行事予定「親睦日帰 リバス旅行」・熱田支部
ボウリング大会を中止することになり大変申し訳ございませ
んでした。この頁をお借 りしてお詫び申し上げます。又他の

行事につきましては、会員方々のご協力を得てお陰様で終了
することが出来ました。ありがとうございました。

なお、令和 4年度事業計画と収入 。支出予算につきまして
は、令和 4年 2月 10日 役員会 (書面表決)の結果、評議員等
全員から各議案について下欄の事業計画書及び収入支出予算
書の原案とおりご承認いただきましたので報告いたします。

おって、支部役員の改選につきまして、すでにご案内をい
たしましたところ、特にご異議がございませんでしたので、
下記のとおり選任されました。役員一同、今年も心機一転前
向きに取 り組んでまいりますので、皆様のご支援とご協力を
よろしくお願い申し上げます。

◆事業計画
事 業 項 目 対  象 実 施 予 定 月 要摘

支部役員会 支部役員 随時 必要に応 じて臨時役員会

(健康増進福祉向上対策)

熱田 。港・中川 3地区共同会員募集と
親睦グラウンド・ゴルフ大会

愛知県ゲー トボール大会支部予選会

愛知県ゲー トボール大会

愛知県グラウン ド・ゴルフ支部予選会

愛知県グラウン ド・ゴルフ大会

第12回 。第13回 ボウリング大会

第13回 支部長杯 G・ G大会

全会員

全会員

全会員

全会員

全会員

全会員

全会員

5月 18日 7Kl 予備日 5月 20日 ⑥

6月 13日 (月)予 備日 6月 14日ω

10月 1.1日 ∞  予備日10月 14日⑥

9月 16日(a 予備日 9月 21日 例0

10月 26日 7kl 予備日10月 28日 0
9月 22日 Q
l月 12日囚

12月 21日 7Kl 予備日12月 23日 0

熱田区 (熱田神宮公園球技場 )

中川区(富田公園GB場 )

豊田市 (豊田市白浜公園GB場 )

中川区 (松葉公園野球場 )

瑞穂区(パ ロマ瑞穂公園レクリエイション広場)

中川区ラウンドワン中川1号線店
中川区ラウンドワン中川1号線店

港区 (荒子川公園多目的広場)

(新規会員の加入勧奨 ) 年金受給者 常 時 各種スポーツ 。日帰リバス旅行/
会員の集い 他

(支部だよりの発行) 全会員 4月 28日 ・ 8月 19日 。12月 2日 8月 (会員の皆 さんのコーナー)

(親睦日帰リバス旅行の実施 ) 全会員 未 定 社会見学と自然 。文化・歴史を学ぶ旅
(熊野古道東紀州の展望)

(会 員の集い)

名古屋市内 8支部合同 “会員の集い"

全会員 10月 19日図 (開催 1日 のみ) 日本特殊陶業市民会館
(フ ォレス ト「大」ホール)

(そ の他 )

ハイキング大会 (本会行事 )

コルフ大会 (本会行事 )

写真コンテス ト (本会行事 )

4月 17日 (日 )。 10-11月 (土 または日)

6月 10日 0。 11月 4日 (a

ll月 末まで募集

名鉄ハイキングと共催

鳴海 CC、 岡崎葵CC

課題「花」

単位 :千 円

収入の部

辞ヽ■||●患| 予 算 額 前年度予算額 増・▲減

1整器 事業 書 | 465 569 ▲ 104

:繰■越|:全| 519 803 ▲ 284
1難●取事矢| 132 136 ▲    4

lllll入:合,計, 1.116 1,508 ▲ 392

◆収入・支出予算書 ◆支部役員の選任について
さて、この度役員の改選に伴い12月 号「協会だより」に

てご案内致 しました候補者薮下賢介氏 (中川区)が一身上
の都合で退任されますので、支部体制強化の為、土岐敬三
氏 (中川区)を評議員に選出したいと存 じますので、ご了
承賜 りますようお願い申し上げます。つきましては、今期
の支部役員体制を下記のとお りと致 したいので皆様のご協
力方よろしくお願い申し上げます。
◎支部役員

支部長 (理事「兼世話人J)奥田龍志 [名 古屋市港区]・

副支部長 武田千鶴子 [名古屋市熱田区]・ 運営委員 池
田 亮 [名古屋市中川区]・ 運営委員 土岐敬三 [名古屋
市中川区]・ 運営委員 柿田祐美子 [名古屋市天白区]

◎支部地区委員

吉澤壽司 [名 古屋市熱田区]・ 大塚順次 [名古屋市港区]・

大場光雄 [名古屋市中川区]

支出の部

1科111tl日 予 算 額 前年度予算額 増・▲減

会ヽ
''議

費ヽ| 50 37 13

1事●:業|1費 836 1,090 ▲ 254

1雑 |1交|1出 61 40 21

予 :鶴■費 169 341 ▲ 172

支 出 合 計 1 116 1,508 ▲ 392


