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同 志 社 校 友 会 愛 知 支 部 

 

第１１８回理事会議議事録 

 
日時：令和 2年 9月 25日（金）18時 00分～20時 00分 

場所：名古屋観光ホテル曙東の間 

出席者 (敬称略) 

顧 問  大島寅夫 山口茂樹 

参 与  中林良夫 鈴木登 

支部長  小栗成男 

 

副支部長 杉﨑正美（専務理事） 河村正樹 犬飼敏光  

      横地康子 橋本篤一郎（組織委員長） 

 

常任理事 平野哲始郎 大井弘久  萱原昇（財務委員長） 

   宮崎晃吉（代理若山哲生） 稲熊裕之 大原和子 青木康邦  

村上雅之 薮下浩二 松村陽明 正木桂 氏家鉄也 

  伊藤誠敏（実行委員長） 

 

     理 事  山脇実 柴田洋治郎 安藤義宗 加藤範久 水野泰二  

          横井克一郎 後藤正義 谷口雄二 川津智典 武田卓也 

  花村賢一 宮谷英樹 榎木貴之  

 

     オブザーバー出席（承認前理事） 藤森源久 梶本一典 堀内孝明 

                     久野亮平 

      

事務局  金田利斉（局長） 横山伸二（次長） 杉野麻子 

                           以上出席 43名 

 

議長 杉崎専務理事 司会：金田事務局長  議事録作成：横山   

 

 ・（金田事務局長） 会に先立ちまして報告がございます。長きにわたり当支部の理事を

務めて頂きました山本吉正様が令和 2年 7月 5日にお亡くなりになられました。 

ご冥福をお祈りします。 

又、本日は新しい理事 4 名の方に出席頂いております。正式には総会での承認事項と

なりますので本日はオブザーバー出席となります。後ほど挨拶頂きますので宜しくお

願いします。 
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 ・（支部長挨拶） 

  こんばんは。世の中多少緩和されたとはいえコロナ禍の中、多数お集まりいただき有

難うございます。8月 28日に常任理事会を行い議題については検討を重ねて参りまし

たので皆様にオーソライズ頂けると考えています。 校友会本部の会議に 2 度参加し

て感じましたが学校の資金的な面では立命館が非常に多くを持って先行している印象

を受けました。全国的には早稲田・慶応・立命館がトップクラスで同志社は明治と同

クラスという感じでした。募金等も積極的に行っていかなければならないと考えてい

ます。 

 ・（杉崎議長） 

  コロナ禍で支部活動のあり方もいろいろと変化があると思います。本日は議題も多い

ので議事進行にご協力願えますようお願いします。 

  

・議題 

 審議事項 

1. 理事追加承認の件 

（金田事務局長）正式には総会決議事項でありますが、その前に理事会で承認頂き

たいです。以下Ｐ５資料に従って追加候補の説明。 

（杉崎議長）皆様、ご異議ないようでしたら拍手にてご承認願います 

→全員拍手にて承認 

有難うございます。ご承認頂いた新理事の皆様お一人ずつ簡単に自己紹介をお願い

します。 

（藤森源久新理事）昭和４５年工学部卒業の藤森です。愛知支部及び西三河クラブ

の役員を昨年退任させて頂いておりましたが、小栗支部長に強く願われ戻ってまい

りました。現役を退いておりますのでどれだけお役に立てるか分かりませんが宜し

くお願いします。 

（梶本一典新理事）昭和５５年工学部卒業の梶本です。小牧市のＣＫＤという機械

ﾒｰｶｰに勤めております。小栗支部長より熱い要請を受け理事に就任する事となりま

した。金田事務局長とは同学年、同学部で一緒に学び遊んだ中でもあります。宜し

くお願いします。 

（堀内孝明新理事）昭和６１年経済学部卒業の堀内です。小栗支部長より話を頂き

この度理事に就任させて頂く事となりました。私自身、同志社には１０年間在籍し

ておりましたので何かお役に立てることがあればと思っています。宜しくお願いし

ます。 

（久野亮平新理事）２００９年商学部卒業の久野です。鉄鋼商社の阪和興業に勤め

ております。前任者の転任に伴い、理事となりました。同志社を愛する強い気持ち

を持っておりますので宜しくお願いします。 

※尚、阿部哲也新理事は当日欠席の為、挨拶はありませんでした。 
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２.令和 2年度同志社校友会愛知支部総会・懇親会中止の件 

(1)総会中止のご連絡及び総会書面決議の件 

(2)パンフレット特別号（総会資料・活動報告作成等）の件 

(1)(2)続けて説明 

（金田事務局長）Ｐ６～Ｐ１２資料に則り説明。文中にはパンフレットと記載され 

ていますが名称は「同志社大学愛知支部特別号」として発行予定です。又、中止の案

内は例年総会案内を送付する約５０００部発送予定です。今後はメールでの案内が増

えると思いますので、皆様のアドレス登録を宜しくお願いします。 

（杉崎議長）ご質問及びご承認採決は(1)～(4)まで説明後纏めてお願いします。 

(3)懇親会代替企画の件 

（伊藤実行委員長）Ｐ１３資料に則り説明。配信を「ツイキャス プレミア配信」で

行うのは今回の企画がチャリティ企画なので事前にお金を頂いた上で見て頂く形に

したためです。 

チャリティコンサートの内容は定まっておりませんが、児玉たまみさんや大阪支部の

クリスマスコンサ―トで歌われた深尾多恵子さん、小栗支部長にオファーしたいと考

えています。 

(4)ＨＰリニューアルとバナー広告の件 

（萱原財務委員長）今年より常任理事及び財務委員長を拝命しました萱原です。 

宜しくお願いします。今回のコロナ禍の収束後も以前と同じ形には戻れないと思って

いますのでオンラインによる校友との交流を増やしていきたいと思います。ＰＣウェ

ブサイト・フェイスブック・スマホウェブサイトを連携させ、質量ともに充実させて

いきたいと考えています。 

Ｐ１４～Ｐ２１資料の説明 

バナー広告はスライドバナーを採用して広告効果を高めていきたいと考えています。

３０社程度のご協力を頂きたいと思いますのでご協力宜しくお願いします。 

又、財務委員長として郵送での送達をなるべく減らしてメールでのやりとりとしてい

きたい。オンラインの対応としてＦＢ愛知同志社会という試みも行っています（P21）。

小栗支部長の許可も得まして「ＦＢ同志社校友会愛知支部」と名称を変えます。皆様

の参加宜しくお願いします。 

 

（杉崎議長）以上審議事項２についてご意見ご質問あればお願いします。 

（稲熊常任理事）懇親会の代替企画ですが、懇親会は毎年楽しみにしています。今年

3月卒業の新入会員紹介とかは代替企画では考えられてるのでしょうか。 

（伊藤実行委員長）Ｐ１３資料の⑤オンライン中のチャットを利用した校友のＰＲタ

イム中に新卒者へ呼びかけ、紹介できればと考えています。 

又、捕捉ですがオンライン懇親会の告知は総会中止の案内に同封して呼びかける予定

です。 

（山口顧問）バナー広告ですが、パンフレットとバナーの広告が同じような会社に偏



4 

 

っている気がします。同じ会社ばかりに偏らないようにお願いします。又、バナー広

告の４万円は月額でしょうか。 

（萱原財務委員長）バナー広告の金額は年額です。 

   （金田事務局長）これまでチラシを５０００部郵送してきました。これまでは部数

の関係上費用対効果はあまり高くなかったと思います。今後はホームパージを充実

してバナー広告でお願いしたいのが趣旨ですのでご理解頂きたいと思います。 

   （杉崎議長） 

   ご了承頂けましたら拍手でお願いします。 

   →全員拍手にて承認。 

   （金田事務局長）特別号の広告締切が１０月中旬とスケジュールがタイトです。 

すぐに広告依頼が届くと思いますがご協力お願いします。 

 

３.本年度予算承認の件 

（杉崎議長）担当の後藤常任理事が本日欠席ですので金田事務局長から説明します。 

（金田事務局長）Ｐ２３一般会計、Ｐ２４特別会計について説明。 

（杉崎議長）ご意見無いようでしたら拍手にて承認願います。 

→全員拍手にて承認 

 

４．理事会運営負担費の件 

（杉崎議長）理事会運営負担費という名称も仮称でありますが、説明を金田事務局

長お願いします。 

（金田事務局長）８月の常任理事会で上程させて頂きました。常任理事会、その後

の正副支部長会議でも色々な意見を頂き本内容で今回上程させて頂きました。理事

会運営費が赤字となっているため、その解消として負担をお願いしたいというのが

趣旨です。 

（中林参与）お金を取る前にどうやったら赤字を減らせるのか努力して、 

その後どうやって補填すべきか考えるのが筋ではないかと思います。又、役職いか

んに関わらす皆さんボランティアで頑張ってみえる方に費用の格差をつけるのは

どうかと思います。平等・博愛が同志社のスタンスと理解しておりますので校友に

格差をつける事に違和感を覚えます。前回の案は一律だったと思います。 

赤字を減らした後、最低限の負担を平等にお願いするのがよいと思います。 

（杉崎議長）これ迄もそういったご意見はありました。運営経費を減らす努力の一

方で参加される校友を増やしていく事も必要と考えています。ご理解を頂きたいと

思います。 

（山口顧問）理事会参加で毎回３０００円支払っています。私が支部長の時に弁当

代を負担するようになりました。高齢化社会も進み年金生活の方で様々な負担がき

つい方も出てくることを思いますと一律でもよいのではないかと思います。 

（小栗支部長）貴重なご意見有難うございます。皆様ご承知の事と思いますが財政
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状況は厳しいものがあります。今回の議案の問題点は２つあろうかと思います。一

つは会費を徴収する事により理事のなり手がいなくなるのでは、という懸念があり

ます。二つ目は他支部のように一口３０００円で一口以上という案もありましたが

金額の多少によって多く払っている人が強く意見をいう事になるのではないか、一

種権威的な言動をとるのではないかという懸念もあります。 

先程のご意見のように段階を付けるのは良くない、それとは別にこの事は規約に入

れるべきという意見もあります。色々な意見を賜れればと考えています。藤森常任

理事、ご意見有りますでしょうか 

（藤森常任理事）費用削減の為、会場含めて検討すればいいと思います。私は、ど

うやって集金するかという点が課題だと認識しています。会費を払わなかった方に

対するルールを作っていかないといけないと思います。 

（杉崎議長）出費を減らすというのは来年度以降の検討事項と捉えております。会

費の徴収については、理事改選期に皆様に記載いただいております承諾書に記載し

会費の支払いを含めて承諾いただく形を取ろうと考えています。但し、来年度は改

選期でない為、請求書を送付する予定です。催促してもお支払い頂けない場合はご

退任頂く事もあろうかと思います。 

 

（小栗支部長）その他ご意見無いでしょうか。氏家さん、正木さん如何でしょうか。

大島顧問にもご意見伺いたいです。 

（氏家常任理事）持続的な運用をしていくためには予算措置は必要だと思います。

金額については自分の中で結論がでていませんが、一旦進めていくという事なら賛

成したいと思います。 

（正木常任理事）ずっと議論のある話と認識しています。毎年資金が減っているの

で必要だと思います。只、金額に差をつけるのはどうかと思います。裏方でやって

きた者としては集金はどうするかという部分はあります。 

（大島顧問）以前から支部会計の赤字は聞いておりました。又、単年度の赤字が増

えているのも分かっていました。私としては一口 3000 円で一口以上という形の方

がよいと思います。その方が一律の感覚が出るのとそれぞれの方の立場によって多

くの口数を出す方も出るのではないかとも思います。参考までに政法会は口数を会

報に載せています。会の参加者を減らさないように寄付行為の形で出していくのが

いいかと思います。 

（鈴木参与）色々な意見が出ています。今年は特に収入も減っておりますので妥協

ではありませんが一年間提案の形で行ってみてはどうかと思います。 

（杉崎議長）金額に関して色々なご意見があるので今後煮詰めて参りたいと思いま

す。本日のところは会費を徴収するという点のみの賛同を頂きたいと思います。合

わせて集金方法も検討して参ります。宜しければ拍手をお願いします。 

→全員拍手にて承認 
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５.募金に関する件 

（杉崎議長）Ｐ２９資料に従って募金協力のお願い。 

学生支援のために募金の際は同封の払込票の寄付番号「34」の選択とメモ欄に「校

友会愛知支部」の記載をお願いします。 

 

６．その他 

その他ご提案・ご意見はありませんでした。 

 

報告事項 

１．山脇稔様旭日小綬章受賞の件 

（杉崎議長）山脇先輩が旭日小綬章を受賞されました。ささやかではありますが支

部長よりお祝いをお渡ししたいと思います。 

（山脇理事）昭和４２年経済学部卒業の山脇です。春の叙勲で旭日小綬章を受賞し

ました。コロナウイルス拡大感染の為、皇居での授与はなく郵送でしたが、こうい

ったものを頂けたのも皆様のおかげと思っております。有難うございます。 

（杉崎議長）本来は総会でご披露の予定でしたが中止となり、この場での披露とな

りました。おめでとうございます。 

 

２．2021ラグビー同早戦（同志社大学 VS早稲田大学）の開催について 

（松村常任理事）資料Ｐ３０に則り説明。 

日程はまだ固まっておりませんが、当日は是非観戦お願いします。 

 

 

３、令和２年度各クラブ・同好会の活動報告 

（杉崎議長）資料Ｐ３１に内容まとめてありますが、本日参加の方でご報告頂ける

方はお願いします。 

（犬飼副支部長）政法会は総会中止、１０月１５日に役員会を開いて来年の総会含

め予定を決めたいと思います。 

（河村副支部長）樹徳会は総会中止、来年は６月１９日に予定しておりＤＸ化を進

めた形で行いたいと思います。９月１１日に ZOOM で役員会を行い好評でしたが６

０代以上の参加者がいませんでした。今後は先輩のスマホに ZOOM アプリを無理や

りインストールしてでも使えるようにしていきたいです。 

（萱原財務委員長）同経会は昨年初めて集いを行いましたが今年は中止。来年は是

非開催したいと思っています。本会ではフェイスブックを用いた告知を行っており

ます。 

（杉野事務局）スポーツユニオンは 11月 13日予定の代表者会議が中止となりまし

た。なかなか大会が開催されない状況ですが、再開の際は学生の応援を行ってまい

りたいと思います。 
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（正木常任理事）西三河クラブとラグビー愛好会について話します。西三河クラブ

6 月 6 日総会は中止、来年度の予定を決める 10 月 7 日の役員会は行いたいと思い

ます。総会は例年 30 名強の参加者なのですが今後は少しでも増やしていきたいと

思いますので参加宜しくお願いします。 

ラグビー愛好会は 3月 20日の総会は中止、11月 8日から 4私大によるリーグ戦が

開催予定で上位校が大学選手権出場をかけた試合に臨む予定です。どこかで観戦し

たいと考えています。会の平均年齢が高いので是非若手の方に参加をお願いしたい

です。 

（横山理事）Ｒ・Ｅクローバー倶楽部は主要な例会は中止となっておりますが、奇

数月に行っております情報部会は集まる人数も少ないので 7 月より再開しており

ます。これ迄慶応さんとは一緒に例会等行っておりましたが今般早稲田さんが不動

産会を設立したとの事で 3校の協力体制ができればと思っています。 

 

４．今後のスケジュール 

（杉崎議長）先程も説明有りましたが 12月 6日にオンライン懇親会があります

のでご参加宜しくお願いします。 

 

５．その他（組織委員会による規約の見直しの件、大学校友課からのお知らせ） 

（橋本組織委員長）今回の理事会費の議論等財務組織強化の検討をしてきまし

た。こういった状況下なので、各委員会の役割分担のあいまいな部分がありま

すので明確化を行い校友会活性化の為に頑張っていきたいと思います。 

（杉崎議長）校友課からの連絡でＰ５２資料のとおり中京テレビ天気予報のフ

ィラーに本学がでますので一度ご覧ください。 

これで、本日の議題は終了です。いろいろと宿題を頂きましたのでこれから検

討していきたいと思います。本日は有難うございました。 

 

※追記 

報告事項１にありました山脇実理事のお祝いですが、山脇先輩から祝金を校友

会の為に使って欲しいとの話があり、祝金の返納がありました。支部長以下使

途を検討し学生支援募金とする事にしました。 

山脇先輩、有難うございました。 

議事録作成 横山伸二 

 


