
議事録 

同志社校友会愛知支部 第 121 回理事会 

１. 日 時 令 4 年 1 月 17 日（月）18 時～19 時半 

２. 会 場 名古屋観光ホテル 

３. 出席者 ４０名（敬称略） 

支部長 小栗成男 

顧  問 大島寅夫 

副支部長 杉崎正美（専務理事）河村正樹 犬飼敏光 横地康子 

 橋本篤一郎 加山順一郎（代理） 鈴木高伸（代理） 

常任理事 八神弘雄 平野哲始郎 大井弘久 堀川晶夫 嶋田健二 

萱原昇 金田利斉 大原和子 平田浩二 水野一裕 

村上雅之 加藤順平 氏家鉄也 伊藤誠敏 

理  事 山下年彦 安藤義宗 梶本一典 古橋敬三 横井克一郎 

     後藤正義 谷口雄二 川津智典 横山伸二 宮谷英樹 西村俊一 

     榎木貴之  

オブザーバー出席 石田芳弘 松本行弘 下澤台 

事務局  杉野麻子 

 

４. 小栗支部長挨拶 

コロナ禍の中、多数お集まりいただき有難うございます。昨年７名の方に新理事を

お願いしました。本日は沖田先生に講演頂きます。改めて新島襄の勉強をしようと

いう事になり石田先輩や氏家さんが中心となって新島襄研究会を発足させます。沖

田先生の講演が大変役にたつと考えています。昨年末のクリスマス礼拝も盛況であ

り榊原牧師からは新島襄についての話しを聞く事ができました。愛知支部に向ける

校友会本部の期待は高いものがあります。本日は宜しくお願いします。 

５. 審議事項 

(1) 令和３年愛知支部決算承認の件（金田事務局長） 

・例年新年理事会での報告だが特別号の発行が昨年末となり本会には間に合わ

なかった旨説明、次回５月理事会で報告予定とご了承いただきたい。 

⇒異議なく拍手承認されました。 

(2) 令和４年同志社校友会愛知支部総会・懇親会の開催日及び会場の件 

（伊藤実行委員長） 

・今年度総会は１１月６日（日）に開催予定、場所は名古屋観光ホテルで時間ス

ケジュールはホテル側に都合で１６時より１６時半に変更となった。会場レイ

アウトは着座式、講演はオリンピック選手で検討している。 

⇒異議なく拍手承認されました。 



 

６. 報告事項 

(1) 令和４年常任理事会・理事会スケジュール（金田事務局長） 

昨年の会則変更に則り本年は常任理事会１回、理事会を今後２回開催予定。 

第１２２回理事会   ５月１０日（火） 

第１４６回常任理事会 ８月２２日（月） 

第１２３回理事会   １０月４日（火） 

 

(2) クリスマス礼拝について（伊藤実行委員長） 

支部長挨拶にもあったが榊原牧師より新島襄について言及があり感動した。 

又、本部に対して地域活性化支援の助成金を申請し支給される事となった。 

 

(3) 本部から支援金について（金田事務局長） 

・現況説明、支部長より経常支援金の増額を要請している旨説明があった、あわ

せて各種の本部助成金・支援金を獲得していきたい旨説明があった。 

 

(4) 令和 4 年理事会運営協力金について（金田事務局長） 

・協力金趣旨説明。 

 

(5) 特別号について（金田事務局長） 

・今回は１００部増刷して６００部作製。広告収入もあり黒字確保の旨報告。 

(6) 令和 4 年各会・クラブ・同好会の予定（杉崎専務理事） 

・別表にて報告 

(7) 愛知支部の活動について（橋本組織委員長） 

・3 月下旬に花見、9 月に第二回ゴルフコンペ（ゴルフクラブ主催）を行う予定。 

(8) 新島襄研究会設立の件 

・石田芳弘会長、氏家鉄也代表世話人として発足 

（石田会長）研究会の案を支部長に相談したところ話が進んで発足となった。 

 もう一度新島襄の研究を通じて皆さんと共有できるアイデンティティーを探 

しに行きたい。 

     （氏家代表世話人）諸先輩に教えて頂き勉強していきたい。2 ヵ月に１回の 

      ペースで行っていきたい。 

(9) その他 

大井常任理事よりＯＢ田島繁さんの紹介あり。新島襄の書籍・ＤＶＤを作成して

おり欲しい方は直接連絡してほしい旨、話があった。 

 



理事会終了後、同志社大学名誉教授・びわこ学院大学学長の沖田行司先生による

講演「新島襄の私立する精神」が行われた。 

 

 

同志社校友会愛知支部 第 122 回理事会 

日 時 令 4 年 5 月 10 日（火）18 時～19 時半 

会 場 名古屋観光ホテル 

出席者 ５２名（敬称略） 

支部長 小栗成男 

顧  問 大島寅夫 

参  与 中林良夫 鈴木登 

副支部長 杉崎正美（専務理事）河村正樹 犬飼敏光 横地康子 

 橋本篤一郎 加山順一郎（代理） 鈴木高伸（代理） 

常任理事 八神弘雄 平野哲始郎 大井弘久 堀川晶夫 嶋田健二 藤森元久 

萱原昇 勝康生 金田利斉 平田浩二 水野一裕 村上雅之 

薮下浩二  松村陽明 加藤順平 正木桂 氏家鉄也 伊藤誠敏 

理  事 柴田洋二郎 澤井秀介 梶本一典 加藤範久 古橋敬三 堀内孝明 

     川村正人 後藤正義 川津智典 近藤裕幸 宮谷英樹 大野哲彦 

     榎木貴之 辻本駿 野々山千夏子 神谷一功 

オブザーバー出席 池田香 井上大輔 阪田仁 木村祐介 法寿庵諄 岸田俊 

事務局  杉野麻子 

 

 

・会に先立ち校友の野村秋博様のご逝去報告があった。当日参加の新任理事 

及び理事候補者でオブザーバー参加者の挨拶があった。 

 

４．支部長挨拶 

コロナ禍ではあるが理事会としては過去最多の方にお集まり頂きお礼

申し上げる。初参加や若い方の参加も多く今後の校友会を担っていただ

きたい。６月１２日には愛知県ラグビー祭で明治大学と対戦予定である。 

理事会の時間が母校愛を培う時間になってほしい。 

 

５．審議事項 

 (１)令和３年度同志社校友会愛知支部決算承認について 

（金田事務局長） 

・一般会計収支は約６６万円の利益となった。原因は総会で懇親会を行 



わず出費が少なかった・プログラム及びバナー広告収入が昨年より１０万 

ずつ増えている点等があげられる。今年は総会懇親会内容にもよるが昨年 

より収支バランスは厳しくなるのではないか。 

・特別会計は本部からの補助金に加え、新型コロナ支部支援金１０万円 

があった。一昨年の支部事業であるチャリティオンライン懇親会への 

支援金が年を越えて入金されている。収支は４０万円のプラスとなった。 

→異議無く拍手承認された。 

６.報告事項 

(1)令和 4 年愛知支部総会・懇親会の件 11 月 6 日 16：30～ 

（伊藤実行委員長）会費年齢別設定について説明。 

（小栗支部長）総会の件は実行委員長に一任しているが、赤字にならない 

案を今回考えて頂いた。事務局内でも様々な意見があるので本会で皆様 

から意見を伺いたい。 

（以下の意見があった） 

・上限を 1 万円、若手を安くしようとすると足りなくなるが、広告収入 

の利益を充てる等、検討余地があるのではないか 

・1 万円を超えると抵抗感がある。職域でＯＢになると誘ってもこない事 

が多く現役を引退された方がこの会に参加する楽しさを伝えることが出来 

れば職域で声掛けしやすくなる。 

・職域のＯＢ数は多いが 1 万円を超えると躊躇されると思う。年齢で金額 

を分ける事に抵抗を感じる方もいると思う。 

・1 万円はわかりやすい一つのボーダーであるが 1 万５千円だから来ると 

か来ないかというとわからない。１万円を超えてもいいと思う。 

・従来の立食での損益分岐点は８千円だった。今回の着座式３４０名では 

１万 1400 円位になる。会場を１フロアにする等の改善を行ってもその位 

の金額がかかる。年齢ごとに金額を変えると親睦会という趣旨から外れる 

きがする。 

・職域から半額補助しているがコロナ前でもあまり参加がなかった。コロ 

ナ禍で職域での会合も行えていない。総会会費が年齢差で金額が違うとな 

なると説明事項も多くなる。１万円を超えると職域会費で補ってどこまで 

やれるか。１万１４００円という金額で行うなら何らかの説明を求められ 

すと思う。 

・他県（三重県）は１万円である。 

・１万円を超えると若手の参加が厳しくなると思う。４０才以下にはキャ 

ッシュバック等考えたい。 

→上記意見を参考に金額設定等は正副支部長・実行委員長に一任する事 



とした。 

(3)第 50 回愛知県ラグビー祭の件 

（松村常任理事）同志社対明治の対戦であり、両校の校友会愛知支部が講演に 

入っている。また、両校の支部長企業（同志社：㈱トヨタレンタリース名古屋 

明治：日本ゼネラルフード㈱）が協賛している。 

チケットは松村で取り纏める。支部で販売したものには２０％の手数料 

キックバックがある。支部で 100 枚程売りたい、応援よろしくお願いしたい。 

(3)東海ブロック若手の会に関する会議 

   （伊藤実行委員長）校友会本部からの強い要望もあり、東海の団結力アップ 

   と若手会員活性化を狙う為の意見交換の機会を設けた。各支部がフランクに 

   話し合い今後の活動活発化に良いきっかけとなったと思う。今後も継続した 

   い。 

   （小栗支部長）愛知県の大学受験者数は全国で 3 番目に多く松岡校友会長 

   からも期待が大きい。 

(4)新島襄研究会第 1 回勉強会（4 月 27 日開催） 

  （氏家常任理事）年齢関係なく新島襄先生が語り掛けている場所に集まった 

  印象がある。名前は「研究会」だが懇親を深める機会にもなった。今後の 

  人数の集め方等未決定で船出したばかりの状態だが皆様と楽しみながら 

  進めていきたい。 

(5)ＨＰ追加記載の件 

（金田事務局長）愛知支部のホームページに新しい記事を掲載できるように 

なっている。前出の新島襄研究会も掲載している。行った事業がアップされる 

ので是非ご覧頂きたい。 

(6)「同志社フェア in 松本」について 

   （杉野事務局）多くの校友が参加できるように校友会本部からの支援につい 

   て説明、流れとしては自分で大学へ申込、参加後に事務局に報告。 

   事務局から本部へ申請し支援金が支給される流れとなる。 

   (7)理事会運営協力金入金状況について 

   （金田事務局長）昨年から始まった制度であり、今年も数多く入金頂いて 

   いるがお忘れの方がいらっしゃったら御協力をお願いしたい。 

   本制度は強制ではなく寄付という扱いなので未払いの方の名前を公表する 

   という事はなくあくまで善意で理事会運営の赤字を補填する目的で頂いてい 

   るという形である。 

   (8)令和 4 年常任理事会・理事会スケジュール 

   第１４６回常任理事会 ８月２２日（月） 

第１２３回理事会   １０月４日（火） 



    (9)各会、クラブ活動報告及び愛知支部活動一覧 

    ・出席の各会・クラブ代表等より報告。 

    (10)オブザーバー参加・理事追加選任の件 

    本会冒頭に挨拶及び自己紹介を行った。 

    

 

同志社校友会愛知支部 第 123 回理事会 

日 時 令 4 年 10 月 4 日（火）18 時～19 時半 

会 場 名古屋観光ホテル 

出席者 ５３名（敬称略） 

支部長 小栗成男 

顧  問 大島寅夫 伊藤範久 

参  与 中林良夫  

副支部長 杉崎正美（専務理事）犬飼敏光 同前仁史 横地康子 

 橋本篤一郎  

常任理事 平野哲始郎 大井弘久 堀川晶夫 嶋田健二 萱原昇 

宮崎晃吉 稲熊裕之 勝康生 金田利斉 水野一裕 伊藤博康 

村上雅之 薮下浩二 加藤順平 正木桂 氏家鉄也 伊藤誠敏 

理  事 柴田洋二郎 飯田裕 古橋敬三 吉川浩司 堀内孝明 

     川村正人 後藤正義 谷口雄二 川津智典 横山伸二 近藤裕幸 

     夏目一馬 加山順一郎 西村俊一 鈴木高伸  

     榎木貴之 辻本駿 神谷一功 

オブザーバー出席 池田香 井上大輔 阪田仁 木村祐介 岸田俊 岩村稔 

     下江洋行 榎本幸子 

事務局  杉野麻子 

（金田事務局長）会に先立ち初参加の理事候補（オブザーバー）３名の挨拶・自己

紹介があった。 

（支部長挨拶）お忙しいなかお集まりいただき有難うございます。コロナもようやく明

るいきざしも見受けられるが、早くマスクを取って会議が出来るようになればいいと

思っています。説明と報告事項があります。９月２５日にスポーツユニオンＯＢＯＧ会

がありアメリカンフットボール部より不祥事に関する謝罪がありました。 

６月２５日に全国支部長会議・募金担当者会議、8月２６日に中京・東海ブロック会議

に参加した。校友会においても２０２５へ向けて同志社ブランドを高めていくという

考えを持っており私から新島襄の写真やユニフォームの統一についてアンケートを行

った。又、愛知支部長として名古屋へサテライトを設置出来ないかと提案した所１０月

１４日に副学長・法人事務局長より連絡があり今後検討して頂ける運びとなりました。 



10 月２日に三重支部総会に参加しました。植木学長がご専門の平安時代の流行歌等に

ついて講演があり格調高く興味深い話でありました。 

本日は５０名超の方にお集まりいただきました。楽しい会となるようご協力頂きたい。

すみやかな議事進行に協力頂けますようお願いします。 

 

・議題 

 審議事項 

1. 本年度予算承認の件 

（金田事務局長）P4～P6資料に基づいて一般会計・特別会計説明。 

→異議無く一同拍手にて承認 

２.理事追加選任の件 

（杉崎専務理事）総会議案である理事追加選任候補について説明。 

→異議無く一同拍手にて承認 

  ３.参与選任の件 

   （杉崎専務理事）政法会前東海支部長の犬飼敏光氏を参与に選任願いたい 

   旨説明。参与選任は理事会承認事項であり承認願いたい。 

   →異議無く一同拍手にて承認 

  ４.その他 

   （杉崎専務理事）２０２５募金について。今後方針として個人の募金人数 

   を現状の６千人から１万人へ拡充すると共に１回募金してもらった方に 

   再度お願いするリピーターの拡大をしていたきたい。法人に関しては 

   他大学に比べ低調であるとの指摘もあり強化していく方針である。 

   校友会本部より支部として募金担当者をフォローするサポーターを選出 

   するよう通知があった。常任理事の正木桂さんと事務局の杉野麻子さん 

   にお願いしたいと思うので承認願いたい。 

   →異議無く一同拍手にて承認 

   同様に校友会ホームページ担当者を支部に設置し本部に登録すべく通知 

がきた。事務局の杉野麻子さんにお願いしたいと思うので承認願いたい。 

→異議無く一同拍手にて承認 

 

報告事項 

１． 令和４年同志社校友会愛知支部総会・懇親会の件 

（伊藤実行委員長）資料に基づいて総会・懇親会次第を説明、今回会司会はＯＢで

フリーの石井アナウンサーと記載あるが仕事の関係で司会が出来なく交代となる

旨説明あり。 

２.出席者状況、ブース出展状況、広告依頼・承諾状況、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成状況 



（金田事務局長）ブース確定は６件、県と市で２件出店頂こうと考えている。プロ

グラム広告が大きな収入源である。追加で出して頂ける方が要れば是非お願いし

たい。バナー広告も同様なので併せてお願いしたい。 

（杉崎専務理事）久しぶりの対面総会であるので職域の方にも多数出席頂きたい。 

（水野理事：職域 名古屋市）名古屋市役所で１５名確保している。さらに来てい

ただけるよう声掛けしたい。 

（川村理事：職域 愛知県）現状３名確定である。アジア大会に向けてＰＲしてい

きたい。 

（金田事務局長）申込期限を延期して１０月２１日迄とした。多数の方をお誘い頂

きたい。会費は基本振込であるが当日支払いも受付る。席は席札ではなく会や職域

で作ろうと考えている。 

（小栗支部長）職域に対しては私の方からも声掛けさせて頂く。 

３.第２回愛知支部ゴルフ大会の件（９月２４日開催） 

（橋本副支部長）天候危ぶまれたが９月２４日開催できた。支部長他より景品の協

賛をいただいた、お礼申し上げたい。来年以降も開催する予定なのでご参加頂きた

い。開催時期は台風シーズンであり又３連休の中日でもあったので来年以降見直

す事も検討していきたい。来年は是非、表彰式やパーティーも開催したい。 

４．各クラブ・同好会からの報告 

各出席者より報告があった。 

５．今後のスケジュール 

総会   １１月６日（日）名古屋観光ホテル１６時３０分～ 

第１２４回新年理事会 

     ２０２３年１月２６日名商グリル 

 

６．その他 

その他特になく閉会した。 
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