
グリーンアドバイザーみやび会

2018 年度総会報告

開催日時：2018 年 1 月 25 日 16:30～17：30

会場：ベーコンラボ 4階

出席：正会員 12 名 議長委任 4名

次 第

1. 会長あいさつ

2. 定数確認

3. 議長選出・承認

4. 議事

 2017 年度活動報告

 2017 年度会計決算報告

 2018 年度 役員案

 キャッチコピー

 2018 年度活動計画

5. 議長解任

6. 閉会

＊福引

＊会員情報の確認



2017 年度活動報告

日 付 名 称 内 容

1 月 10 日（火） 2017 年度定例総会 ベーコンラボ 会員 13 名出席

1月 10 日（火） 新年会 京都駅前 竹取の音色さんにて

2月 17 日（金） 例会 さいりん館 会員 14 名、他 1名

プレゼンター平田さん、山口さん

2月 26 日（日） 役員会 イオンモール フードコートにて

3月 9日（木） 会員勉強会 病害虫について ガーデニングキララ

講師：山田倫子 参加者 8名

5月 28 日（日） 視察・見学会 神戸市オープンガーデンと風雅舎

会員 11 名、一般 4名参加

6月 29 日（木） 視察・見学会 ローズファームケイジ、草津市立水生植物公

園みずの森ほか 会員 10名参加

7月 22 日（火） 例会 長岡京市 会員 14名

プレゼンター阪上さん、田中さん、福室さん

9月 15 日（木） 講習会 スキルアップ講習会

講師：ハイポネックステクニカルサポート室

長 吉田健一氏

ベーコンラボ 会員 11名 他 3名

10 月 1 日（日） イベント出展 たねダンゴ 城陽市緑化フェスティバル

山田、田久保さん、葉井さん、他１名

10月 12 日（木） 会員勉強会

とバーベキュー

役員会

ガーデンワーク ガーデニングキララにて

花壇植え替え実習

会員 10 名他 1名

11 月 14 日（火） 例会とワークショッ

プ参加

おごとハーブガーデン

大津びわこ館にて例会 7名

プレゼン 山田、川邉さん

12 月、会計役員会

■名称の統一について

「会員勉強会」 会員対象の会員による勉強会

「例会」 情報交換、親睦会として毎回プレゼンを順番におこなう

「講習会」 一般も参加できる外部講師によるセミナーなど

「視察・見学会」 会員、一般対象のツアー



2017 年度 会計決算報告

収入の部

項目 本年度

決算額

備考

繰越 138,472

会員費 118,000 正会員 18×6000 円、準会員 2×3000 円

途中入会 1名、4000 円

賛助会員費 30,000 10000 円×３

イベント

参加費

160,500 5/28 参加費 90000 円、9/15 参加費 8500 円

10/1 城陽市補助金（たねダンゴ）48000 円

10/12 参加費 10000 円

城陽市より昨年の不足分として 4000 円

雑収入 2,600 オープンガーデンパスポート 600 円

たねダンゴ道具一式貸し出し 2000 円

合計 449,572

支出の部

項目 本年度

決算額

備考

イベント経

費・材料代

190,156 1/10 新年会 3000 円、3/9 勉強会 3387 円、5/28 神戸

106126 円、6/29 お礼 1000 円、9/15 講習会 24977 円

10/1 たねダンゴ 39,340 円、10/12 勉強会 BBQ12,326

円

総会・例会 42,326 定例総会１回、例会 3回分 経費

会議費 4,870 役員会 2回(役員手当 1回 500 円支払い）

通信費 13,080 ホームページ費用、切手代

事務費 3,825 インク 用紙 印刷代

雑 13,483 福引景品

合計 267,740

収入 449,572 円－支出 267,740 円＝繰越 181,832 円

収支決算について監査したところ、適正に執行されていることを認めます。

2017 年 12 月 31 日 会長 山田倫子



2018 年度 役員

役員の任期は 2 年

役 職 氏名 電話

会長 山田 倫子 090-3613-2263

副会長 柴田 政代 090-2018-0602

副課長 平田 利華 090-7550-8788

会計 阪上 友美 090-2353-3439

庶務 山口 裕美 090-2066-1884

会計補佐 辻 敬子 090-9118-6446

事務局 （兼任）山田 倫子

理事会は会長、副会長、会計の 4名です

チャッキコピー

「もっと美しい園芸ライフを GA みやび会」

正式名称 グリーアドバイザーみやび会 略称 GA みやび会

愛称はみやび会

発足メンバーのほとんどが花き園芸業に携わる女性で、京都らしく美しいイ

メージということで名称に「みやび」を起用。活動のテーマ、目的はホームペ

ージに記載の通り。

>>以下はホームページより抜粋↓

本会は、グリーンアドバイザーとグリーンアドバイザー資格取得を目指している方、園

芸、花卉関係などの皆さんの集まりです。 「花」と「木」と「土」と「人」をつなぐ

ガーデニングを京都から発信しています。

>当会の目的は

緑豊かな潤いのある生活環境づくりと交流を推進するための花と緑の適切な普及。

>主な活動

会員の皆さんのグリーンアドバイザーとしての資質向上や花や緑の情報交換、交流の場

を提供。また一般の方を対象とした園芸イベントなどおこなっています。



2018 年度 活動計画

日 付 名 称 内 容

1月 15 日（月） 役員会 Hanako にて

1月 25 日（木） 定例総会 16 時～ベーコンラボ 18：30～新年会

2月 8日（木） 視察・見学会 園芸店めぐり 10：00 現地集合

①金久（泉佐野市）②リルシュルラリング（岸

和田市）③ロベリア（堺市）

＊交通費、昼食費各自

3月 1日（木）

18：30～

勉強会 実践ガーデンデザインスケッチ講座

講師；山口祐美 長岡京生涯学習センター

4月 27 日（金） 例会 18：30～満月の花

5月 役員会

6月 14 ・ 15 視察旅行 行先 高知県牧野植物園他

（淡路景観園芸学校、栗林公園なども検討）

7月 13 日（金） 例会 18：30～ 長岡京生涯学習センター

8月 30 日（木） 例会 18：30～ 長岡京生涯学習センター

9月 15 日（土） 講習会 午後 ベーコンラボ

10 月 11 日（木） 勉強会と

バーベキュー

ガーデニングキララにて

12 月 役員会 会計役員会

一般募集は、9/15 講習会

10 月の城陽市緑化フェスティバル、たねダンゴ出展は、会員以外の GA さんも募

集予定


