
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京三田会 

平成２８年度総会・懇親会   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年５月２２日（日） 

コール田無（０４２－４６９－５００６） 

２階 イベントルーム 

 

総 会 ： １３ ：００～１４：１０（イベントルーム A） 

懇親会 ： １４：３０～１６：３０（イベントルーム AB） 

 



 

 

 

西東京三田会 平成２８年度 

総会・懇親会 式次第 

 

 

第１部 総会（１３：００～１４：１０） 

１．開会挨拶 

２．会長挨拶 

３．議長選任、書記任命 

４．審議事項 

第１号議案 平成２７年度事業報告承認の件 

第２号議案 平成２７年度決算報告承認の件 

    同 監査報告 

第３号議案 平成２８年度事業報告（案）承認の件 

第４号議案 平成２８年度予算（案）承認の件 

第５号議案 会則一部改正の件 

第６号議案 役員改選の件 

５．新役員の紹介 

６．慶應義塾よりご挨拶（塾員センター北村課長） 

７．閉会挨拶 

 

 

 

 

第２部 懇親会（１４：３０～１６：３０） 

   １．開会挨拶 

   ２．新会長挨拶 

   ３．ご来賓祝辞 

   ４．乾杯 

   ５．新入会員紹介・挨拶、懇談 

   ６．アトラクション 

     三木れい子さんとみながわちかこさんによるミニコンサート 

   ７．写真撮影 

   ８．閉会挨拶 
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[第１号議案]      平成２７年度 事業報告 

 

１．会員の動向 

期初：１２４名       →→           期末：１１８名 

   入  会   退 会 

井上 京子  鎌田 敏弘 

中野 正道  長谷川毅彦 

吉岡 徳二  ５名 

寺岡 浩平  戸木田智秀 

伊藤 正義  馬越 康彦  川崎 善次  齋藤恵美子 

相良 和彦  田村 政義  寺田 節   八木 峰子 

山﨑 俊道   １１名 
 

２．全体活動・会務活動 

１）小平三田会発足実現 

５月：第１回小平三田会設立準備会 数回会議重ねる（一部西東京在住者参加） 

２８年３月１９日 「小平三田会設立総会→祝賀会」 発足実現 

２）定時総会と懇親会 … 平成２７年５月２４日（日） コール田無 

総会出席：４８名 懇親会出席：来賓含め４８名 

３）新年会 …  ２８年１月１７日（日） 田無墨花居 

出席者：会員、会員家族、来賓合わせて 計５８名 

４）塾や関係団体との交流（ゴルフ会交流は別記） 

・西東京稲門会 総会時と秋の懇親会（新年会は同日時間帯でお招きに応じられず） 

・東久留米三田会 総会時、新年会時  ・東村山三田会 総会時 講演会時 

・ＫＰ会西武支部会          ・連合三田会大会  １０名余 

５）会報 ニュースレター  

１５号：２７年７月１日発行  １６号：２８年１月１日発行 

６）ホームページの管理運営、西東京三田会通信の運営 

７）役員会 ６回実施 （5/10，7/19，9/13，11/8、1/10、3/20） 
 

３．地域社会活動 

１）小学生５年生ＡＮＡ羽田整備工場見学の支援（継続１０年目） ４校実施 

保谷第二、柳沢、東伏見、谷戸小学校    児童全２９７名 

２）・東北被災地支援 7/10～11現地訪問 ・総会時東北物産頒布コーナー設置 
 

４．サークル等の活動 

 サークル等  ２７年度実績  

麻雀の会 5/17 (春) 6/28 (夏) 秋・冬中止 2/28(初) 

ゴルフ会 春：6/10 久邇 25 名  秋：11/11 高麗川 18 名 

西東京稲門会ゴルフ会、東久留米三田会ゴルフ会との交流も活発 

カラオケ会 春：6/14 万年青（おもと） 秋は未実施 

写真作品倶楽

部 

・4/4第１回さくら祭りを日中友好協会と共催で実施 小金井公園 

・11/25～11/30 写真・作品展 柳沢公民館  

グルメ会 ・7/19 暑気払いｸﾞﾙﾒ会（吉之助）、11/25 写真・作品展後（はなび） 

ハイキング会 3/6 小川町和紙工房 紙すき体験  

歴史散歩会 実施なし 

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ摘み会 8/2 東久留米野崎邸 約３０名 

たけのこ堀りを楽しむ会 5/3 下保谷高橋邸 塾員２３名ほか総員５０名超  

吉川ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 9/27 素焼き人形（ﾃﾗｺｯﾀ）作り 国立ｱﾄﾘｴ･ﾊﾟﾈﾝｶ 
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［第２号議案］ 

平成２７年度 収支決算書 
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

 

前年度繰越金 286,948 現金:12,038  預金:274,910 

 

平成２７年度収支 

 項目 予算額 決算額 備考 

年度会費 360000 345,000 
総会:43人、振込:68人、現金:1人 重複あって計 115口 

入会金 5,000 5,000 
別紙のとおり５名 

懇親会費 500,000 513,000 
総会 229,000円  新年会 284,000円 

雑収入 5,000 8,936 
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ会残金の戻入 

合 計 870,000 871,936 （予算比 100％ ２６年度実比 92％） 
 

 項目 予算額 決算額 備考 

懇親会費 420,000 457,605 
総会時 211,255、新年会 246,350 

行事支援費 60,000 86,666 
作品展 2,631、ANA諸費 71,585、その他ｻｰｸﾙ 12,450 

交流・渉外費 70,000 55,000 
東久 18,000東村 16,000西稲 15,000ＫＰ4,000小平 2,000 

慶弔費 50,000 0  

会報発行 100,000 82,084 印刷費 50544、郵送費 31540 

事務通信費 140,000 18,365 
事消 7871.手数料 10494 

予備費 30,000 147,892 
小平三田会に旗と幟 63,180腕章 44,712ＨＰ用ＰＣ40,000 

合 計 870,000 847,612 
（予算比 97％ ２６年度実比 83％） 

   

平成２７年度収支差額 24,324  

 

次年度繰越金 311,272 現金:8,292  預金:302,980 

 

 

監査報告書  
 

平成２７年度会計帳簿、領収書および関係書類を精査した結果、正確かつ適正な処理

を行っていることを認めます。 

平成２８年４月１０日 

 

 

西東京三田会 監事  原  護 

 

監事  新休泰三 

 

収

入

の

部 

支

出

の

部 
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[第３号議案] 

 

平成２８年度活動計画（案） 

 
１．西東京三田会活動基盤の強化 

（１）創立３０周年記念誌の発行及び祝賀会の開催 

（２）新入会員の獲得の促進（未加入卒業生にもニュースレター配布） 

（３）ホームページの内容充実・活用の推進 

（４）情報広報体制の強化（ニュースレター、通信、ホームページ委員の増強） 

（５）役員体制・事務局体制の充実（役割分担の明確化・当番制の導入） 

 

２．サークル活動・諸活動のさらなる発展 

２－１ 全体活動 

（１）総会、懇親会（本日） 

（２）新年会（２９年１月） 

   ２－２ サークル活動の充実 

（１）現存サークルの幹事の複数制、参加者拡大、活動充実 

（２）新サークル立ち上げへの強力支援（女性が参加し易いサークルの創設） 

（３）関係団体とのサークル（ゴルフ会など）交流の推奨 

２－３ その他活動 

（１）被災地支援 

（２）その他会則の目的に則した臨時活動など 

 

３．義塾行事、関係団体への参加、交流促進 

（１）西東京稲門会 総会時講演・懇親会、新年会での交流 

（２）東久留米三田会 総会時講演・懇親会、新年会での交流 

（３）東村山三田会 総会時講演・懇親会、新年会での交流 

（４）小平三田会とのサークル活動を通じての交流 

（５）ＫＰ会（共立薬科大ＯＧ組織）との交流 

（６）連合三田会大会への参加数増強 

 

４．地域社会への協力 

（１）小学生社会科見学（ＡＮＡ整備工場見学）支援の継続 

東芝未来科学館見学の実施 

（２）会員の知・特技・・・・等を市民講演会などで活かす工夫 

  時事講演会や教養教室の検討 
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[第４号議案] 

 

 

平成２８年度 収支予算（案） 
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 
 

前年度繰越金 311,272 現金:8,292  預金:302,980 

 

平成２８年度収支案 

 項目 前年度決算 予算額案 備考 

年度会費 345,000 330,000 110名×3,000円 

入会金 5,000 5,000 ５名 

懇親会費 513,000 500,000 総会、新年会 各５０名参加（新人歓迎会は予定なし） 

雑収入 8,936 5,000  

合 計 871,936 840,000  
 

 項目 前年度決算 予算額案 備考 

懇親会費 457,605 450,000 ＠3,500円(100名)、ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 70,000円、関係費含む 

行事支援費 86,666 80,000 関係費を含ませる 

交流・渉外費 55,000 60,000 小平三田会との交流を加え前年並み 

慶弔費 0 50,000 前年度予算並み 

会報発行 82,084 140,000 未加入塾員に配布（1回、400人×140＝56,000） 

事務通信費 18,365 50,000 ＨＰ管理費 40,000円（新規） 

予備費 147,892 60,000 「３０年誌」資金への充当 

合 計 847,612 890,000  
   

平成２８年度収支差額 -50,000  

 

次年度へ繰越予定 261,272  

 

 

 

注：「３０年誌」計画は、体裁その他一切の検討がこれからであり、資金調達は、頒布

回収、寄付等も視野に入れ、当面会費からの充当分を上表のようにした 
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[第５号議案] 

会則一部変更の件 

 ポイント ： 役員を理事、監事の体制から、幹事、監査制にする 

   改正部 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長      １名 

（２）副会長     １名以上 

（３）幹事長     １名 

（４）副幹事長    １名以上 

（５）理事      若干名 

（６）監事      ２名     

   ２ 本会に顧問を置くことができる。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

３ 幹事長は、副会長を兼務し、本会の業務を全般的に掌理する。 

４ 副幹事長は、副会長を兼務し、幹事長を補佐して、幹事長に事故があるときは

その職務を代理する。 

５ 理事は、本会の業務を分担して掌理する。 

   ６ 監査は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査結果を総会に報告する。 

   ７ 顧問は、本会の運営に関して会長に意見を具申する。 

 

（役員の任免等） 

第８条 役員は総会において選任し、または解任する。 

２ 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

 

   全文は省略する 

 

 

 

[第６号議案] 

役員改選の件  

 

   候補者名リスト 別紙 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


