
1 

 

 目黒会 令和 4年度(2022年度) 首都圏総支部役員会(第七回)議事録(配信用) 

作成：2023年 1月 21日 

       作成: 竹田 

１．日時 2023年 1月 21日(土)15:00～17:40 

２．場所  創立 80周年記念会館 1階および Zoomリモート、新年会  

３．出席   敬称略、 ( )内は欠席 

総支部長  竹田 智彦 

副総支部長 水戸 和幸  山崎 成 宮澤 信一郎 R (細井 淳司) 

会計担当  中里 明子 R 

監査担当  渡辺 一夫 R 

幹事    篠原 力 R  岩本 茂子 増田 悦夫 西野 幸博 (來住 直人)  久間由利子 R 

小出 昌寿 R (渡辺 和典)  岡村 衡 大島 成喜 R (島崎 俊介) 

顧問    今井 高介 R 傘 義冬 

北部地区  山森 信生 (梅北 千広) 

以上 出席者 対面 9名 リモート 8名 計 17名  

４．議題      

 1)母校の桜を見る会の企画 岡村さん 

  2)支部委員会について(開催予定、議題等) 

 3)オンライン会議用機材の購入について 

  4)総会の日程(事前相談) 

5)今後の予定 

 

４．１ 母校の桜を見る会の企画  岡村さん 

詳細は別紙企画書参照。概要は以下のとおり。 

リーダー : 岡村さん、全体企画、報告等  

4月 1日(土)  

14:00-15:30 オプショナルツアー 多摩川沿いで観桜=>大学 コース企画：篠原さん、岩本さん 

15:30    大学内に集合  

15:30-16:00 大学内で観桜 構内ツアーガイド：島崎さん 

16:00-17:00 講演会 湯川先生(岡村さんより依頼) 司会：山崎さん リサージュ 3階にてハイブリッドで

行う(会場は水戸さんより事務局に依頼し予約済 ※1/25 竹田追記) 

17:30-19:30頃 懇親会 司会：西野さん 会場選定：竹田 校外で実施。30名程度、会費 5,000円程度 

 

４．２ 支部委員会について (竹田) 

（１）1/28(土)13:00- 支部委員会  (国内)支部規程改訂について話し合う予定。 

（２）だされた意見 

・分会の体制を整えていくために本部がサポートをしていく必要がある。 

・組織委員会の機能を担う委員会組織が必要。 

・当初提案では規程に従ってすぐにでも改めないといけないということだが、なぜ緊急に必要なのかを明確

にする必要がある。 

・一般社団法人にしたときに組織を盛り上げ活性化していくために参加してくれる方は大歓迎という考え

方をとった。あまり縛りをかけないほうが良いのではないか。 
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・一般の会員は規程についてよく知らないし、所属もよくわからないのが現状。会員はどこかの組織に重複

せずに所属しそこから支部代表代議員を選出しなければいけないということと、組織を活性化していか

ねばならないという方向の間でどこに妥協点を見出すかという問題が出ているのではないか。 

・支部代表代議員が支部管轄地域でないといけないという条件を規程化すれば問題はない。 

・分会は将来的には支部として独立してくれることが望ましいが、必ずしも分会=>支部ということではな

く、支部内で活動しやすい単位としての分会いうこともある。 

・統制が強く分会として活動しにくいようなら、グループ会を作って横のつながりを強化していくというこ

とでよいのではないか。 

・各支部に担当役員をつけてほしい。 

 

４．３ オンライン会議用機材の購入について (竹田) 

 コロナ禍の続く中、会議は当分の間、対面とオンライン併用のハイブリッド式での続けざるを得ないもの

と推察されます。首都圏総支部では昨年 7月の総会および 11月の秋の交流会をハイブリッド式で開催しま

したが、試行錯誤のところもあり機材は水戸様のご厚意により使わせて頂いておりました。 

 操作運用の仕方がほぼ固まってきましたので、首都圏総支部として機材を購入することにしたいと考え

ます。機種選定、見積もり、管理方法など次回までに検討し、４月の母校の桜を見る会に間に合わせるよう

にいたしたく、皆様のご協力をお願い致します。 

現在の機器構成は図のとおりです。 

 

1)スイッチャー   1台  例. 24,800 円(税込)－47,980円(税込) 

2)スピーカーフォン  1台 例. 43,232 円(税込み) 

3) HDビデオカメラ  2台 例. 1万円－2万円 
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4)三脚  大、小  各 1台 例．大 5,000 円前後 小 3,000 円前後 

5)HDMIケーブル 1本   例. 2m 1,000円前後 4m 3,000円前後 

6)テーブルタップ付き AC延長コード 3P 6口 10m 1本  6,000円前後 

1)-6)の概算合計 10万円～13 万円 

=>まずは 1)スイッチャー 2)スピーカーフォン 5)HDMIケーブルを購入、その他は持ち寄る方向で 

  1/28の支部委員会にて 1)2)5)を本部で購入頂くことを再度お願いしてみる。 

 

４．４ 総会の日程(事前相談)  (竹田) 

・7月上旬(7/1(土)、8(土))は長野支部、 

・7/15-17の 3連休は大学オープンキャンパスか?(学長はじめ大学関係者多忙) 

・候補日第一候補 7月 22日(土) または 第二候補 7月 15日(土) とする 

 

４．５ 今後の予定(竹田)   

・第 8回役員会&懇親会 

日時 ２月２５日(土) 役員会１５：００－１７：００ 終了後、有志懇談会 

場所 Zoomリモート 

内容 ①母校の桜を見る会について  

②総会の企画（講演者、テーマ)  

③来年度の計画 

④今後の予定 

５．写真撮影(今回は、現地＋Zoom参加者画面のスクリーン・ショット)   

・役員会    ※渡辺一夫さん、大島さんリモート参加 退席後撮影 
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・新年会 熟成魚×炭火イタリアン 17‐unosette（ウノセッテ）‐調布店 にて(18時－20時半) 

 

No. 活動項目 概  要 担当 

１ 首都圏総支部総会 7 月 23 日(土)15:00-18:00 水戸(運営)、來住(講演)、 

全役員 

２ 秋の交流会 11 月 5 日(土)15:00- 山崎、宮澤、増田、渡辺和 

大島、竹田 

３ 母校の桜を見る会 

 

2023 年 3 月下旬～4 月上旬 岡村、西野、岩本、篠原 

山崎、島崎 

４ 北部地区分会総会 11 月 5 日(土)秋の交流会と同時開催 山崎、宮澤、細井、増田 

渡辺和 

５ 会計/監査  中里 / 渡辺一、小出 

6 顧問  今井、傘 

7 組織 動静把握、名簿の整理 竹田、久間、岩本 

8 HP 担当 首都圏総支部 Web 水戸、中里 

9 役員会 

15:00-17:00 

2022 年 4 月 9 日(土)、 5 月 7 日(土) 

7 月 15 日(金)、 8 月 27 日(土) 

10 月 29 日(土)、11 月 26 日(土) 

2023 年 1 月 21 日(土)、 2 月 25 日(土) 

竹田 

 は対面併用の日 

以上 


