
第６２回 拡大幹事会 議事録 

 

令和４年５月１４日（土）１０時～１１時４０分 於：星陵会館＆ＺООＭミーティングルーム 

出席者 常任幹事会メンバー23名、年次幹事 12名、総会運営役員 4名、 計 39名 

            （ リアル出席 16名、リモート出席 23名、 計 39名） 

・支部長より開会の挨拶 

・新型コロナウイルス感染者が連続 26日前週比下回り、直近７日間平均が３千人を切る等感

染状況が回復してきました。 

・本日は初めてリアルとリモート併用での拡大幹事会となりました。これは出来る限りの役員

の皆様に拡大幹事会にご出席頂き、かつ審議に加わって頂きたいとの思いからです。 

 ・本日の審議事項は、①7 月 3 日開催予定の「支部創立 30 周年記念定期総会」開催に向けて

の提案 ②役員改選についての提案 ③令和 3 年度会計報告及び令和 4年度予算案の提案 

となります。リアル・リモートの参加態様に拘わらず是非とも活発な議論をお願い致します。 

・会務報告  同好会活動の報告は企画部会の報告時に 

・１/15 第 147回 拡大常任幹事会 リモートで開催 

・１/中旬 元常任幹事・応援部会長だった長谷川勉氏の逝去対応 

・ 3/12 第 148回 拡大常任幹事会 リモートで開催 

・ 3月  新卒入会式がコロナまん延防止で中止 

・ 4/16 令和３年度 会計監査を実施 

・ 4/23 総会・懇親会実施態様検討会 リモートで開催 

・ 4/28 本部総代会（欠席したが資料入手して、会則の改正を確認） 

・ 4/29 常任幹事宛に、総会・懇親会の実施態様検討結果を報告 

 

議事 

１．令和４年度総会の実施について 

大石幹事長より総会実施に至った経緯の説明が資料をもとにあった。 

（1）実施態様検討会の報告 

4月 23日（土）10:30～12:00 ZOOM によるリモート開催 

出席者：原支部長・相川副支部長・岩城副支部長・大石幹事長・渡部副幹事長・内田 30周

年委員長・萩原企画部会長・岩下会計 

   検討内容：①コロナ状況の確認 ②学士会館側の状況確認 ③上記を踏まえた実施形態の

検討 ④会員の受け止め方 ⑤予算案への反映の確認 

   検討結果：コロナ感染拡大が収まらない中、会社等所属組織側での規制もあり総会開催は

ともかく、飲食を伴う懇親会の開催は厳しく下記項目が決まり、常任幹事メン 

        バーにも検討結果を諮って賛成多数で決定した。 

        ① 総会は実施するが、懇親会は実施しない。  

・懇親会に付随した催しものなし 

 ・応援団は呼ばず、パフォーマンスはなし 

 ・目玉になっていた「故郷の味」の提供、「郷土名産品」の販売はなし 



  ② 30周年の記念企画、講演会と表彰式は、実施する。 

  ③ 開催日時：7 月 3 日（日）14:00～16:30  会場：学士会館 とする。 

④ ZOOM の導入により、総会・30 周年イベントへのリモート参加を実現する。

⑤ 総会に費用はかかるが、参加者に参加費を求めることはしない。 

⑥ 総会参加者に 1,000 円程度の手土産を支給する。 

 （従来であれば、総会参加者に提供できていた故郷の味や郷土名産品の販売と

いう愉しみが提供できないため、郷土名産品の一つを提供することで、ふる

さとを感じてもらいたい） 

   （2）総会スケジュールについて 

      総会と 30周年記念講演・特別表彰の開催となるので、12:00役員集合→リハーサル 

      を経て、14:00～記念講演 → 15:00～総会・特別表彰・部会紹介 の流れとなる。 

（意見・確認事項） 

 田邊（40年卒）：30 周年の懇親会は別途設けたたらどうか？ 

 青島（48 年卒）：現役世代においては職場での制約等があり参加出来ないケースも

ある。それを踏まえた開催と認識しているが、最終的な参加の可

否は個人の判断になると思う。 

   林（43年卒）：ワクチン接種を 2回以上していない方は参加不可との認識で良いか？ 

→ はい、その通りです 

２．令和３年度決算報告及び令和４年度予算（案） 

  岩下会計より資料にもとづき報告・説明があった。 

  令和４年度の予算（案）につては、総会・記念講演・特別表彰実施の前提で策定した。 

（質問）予算案に冠イベントの項目があるが何か？ 

 （回答） 30周年を記念して各部会・同好会でイベントを開催する場合、参加者１名あたり 

      1,000円（総額 10万円を予算化）の補助が出るので是非利用して欲しい。 

     イベント支援期間：令和 4年 7月総会後～令和 5年 3月まで 

 

３．令和４年度の役員改選（案）について 

原支部長より、役員改選（案）につき、資料にもとづき説明があった。 

本来は昨年（令和３年度）が役員改選の年になっていたが、コロナ感染拡大の影響で活動 

がほとんどなくなった為、役員の改選は行わず任期を１年延長し、本年度の改選となった。

又、役員の高齢化も進んでいるので役員の若返り及び支部の活性化を期待したい。 

・退任希望の申し出のあった役員（敬称略） 

支 部 長  原  初典 （40年卒） 

会計監査  高山 康明 （42年卒） 

・新役員候補者名（敬称略） 

支部長    大石 倫義  （45 年卒） 新任 

副支部長  相川 雅美  （48 年卒） 重任  

副支部長  岩城 一惠  （48 年卒） 重任  

会計監査  高山 房之  （49 年卒） 重任  

会計監査  内田 晃    （49 年卒） 新任  

会    計  岩下喜美枝 （43 年卒） 重任 



     尚、新役員の任期は令和４年７月～令和６年７月となる。 

   本件は、総会の第３号議案として決議される。 

   又、総会議決対象外の役員の調整結果は以下の通り。 

     顧 問  宗野 治義 （32 年卒）  →  年度幹事（松井幹事の後任） 

顧 問  吉澤 英夫 （38 年卒）  →  常任幹事 

支部長  原 初典 （40 年卒）  →  顧問 新任  

＜常任幹事＞  

副幹事長 渡部 広志 （48 年卒） →  幹事長 新任 

常任幹事 萩原 克則 （51 年卒）  →  副幹事長 新任 

常任幹事 杉本 博行 （38 年卒）  →  退任して年度幹事 

常任幹事 神山 孝  （40 年卒）   →  退任して年度幹事 

常任幹事 小林 幸義 （42 年卒）  →  退任して年度幹事 

常任幹事 松本 豊  （41 年卒）   →  退任 

※不足する常任幹事は、今後の調整とする 

（海野顧問より） 

故湯本初代支部長より支部長を引継ぎ退任後、長年に亘り顧問を務めて来て何度か退任の 

申し出をしたがその都度慰留され今日に至っている。当支部は立派な方々がそれぞれの役

目を担ってくれており、年寄りが発言する幕はなかった。年齢の問題もあり終活としたく

顧問を退きたい旨、発言があり、最後に以下の提案をいただいた。 

     ①役員会への一般会員の傍聴制度について検討 

     ②顧問の役員会への全出席の可否検討 

 

４．専門部会の活動報告 

（１）組織部会報告 新卒で関東に来る生徒の入会式説明ができなかったので、本部からのリス

ト提供（５月 16 日の予定）がされたら、関東支部の紹介資料を添えて、住所登録の依頼

をする。現在、文案を作成中。 

それと、役員の住所録が配布されているが、誤りが有れば指摘されたし。 

（２）広報部会報告（資料：会報３１号・記念誌 編集計画＆実績をもとに） 

会報の編集が予定通り進んで、印刷サンプルを回覧で回した。今後のスケジュールは、印

刷、送付先ラベルの作成、封入作業と、発送の準備を進めている。 

（３）応援部会報告 母校硬式野球部の状況 

① 4/29春の県大会初戦 vs富士宮東 １―７ 完敗、 

夏の大会はノーシードからの戦いとなり、いわゆるドサ回りとなる。 

   ② 5/8 関東遠征 vs明大中野八王子（無観客試合） 〇5-4 ×8-12 １勝１敗 

③ 5/11伝統の静岡高校との定期戦は無観客のナイター、残念ながら１―５で敗れる。 

④ 関東遠征 5/21 日(土) 堀越 Ｗ戦 5/22 日(日) 創価 Ｗ戦 応援お願いします。 

（４）企画部会報告 各同好会から活動報告と予定 

・テニス同好会：令和 4年 4月 20日開催 5 月 18日より毎月第 3回水曜日に都立亀戸中

央公園テニスコートにて開催予定。 



・アジサイの会：11 時〜15 時飲食による安全安心が確保できれば秋ぐらいには開      

催したいという希望はあるが、現時点では白紙の状態。 

・ゴルフ同好会：コロナウイルス禍で今年度の活動は自粛を余儀なくされていたが、感染

状況も漸く下がり始め会員各位からぜひ実施して欲しいとの強い要望もあり、6月 9日

（木）に中津川 CC にて第 69 回の夏の同好会コンペを感染対策を万全にして 18 名の参

加で実施する。 

  又、秋には 70 回の記念大会を出来たら盛大に行いたいと考えているので皆さんの参加

をお願いしたい。 

・歩く会：活動できず、現時点では今後の予定もなし。 

・カラオケ同好会：コロナ禍で考慮中、12月に拘らず考えたい。 

・旨い酒と肴を楽しむ会：杉本リーダーは続投（吉澤さんはサポート役で） 

・美の鑑賞会：コロナ禍で鑑賞会は見合わせ、会報を発行しているので関東支部ＨＰを 

閲覧して欲しい。 

 

５．今後の日程（コロナ感染の状況によって、リモート会議に変更になります） 

・拡大常任幹事会 ６月 25日（土） 14:00 ～ 星陵会館 

・定例総会     ７月 ３日（日） 14:00  ～  学士会館 

・拡大常任幹事会  ８月 ６日（土） 10:00  ～  星陵会館 

・拡大幹事会    ９月 ３日（土） 10:00  ～  星陵会 

 

６．その他 

 （増田・37年卒）学士会館には体温測定・消毒設備はあるか？ → ある。 

 （萩原企画部長）運営役員（42年・52年・43年・53年）に総会運営に役割分担はあるか？ 

         → 総会受付等あるので、是非出席をお願いしたい。 

（大石幹事長）今回は初のリアル＋リモート会議となったが、リアル側の音声の改善が課題。 

       次回までに改善したい。 

 

以上 


