
 

 

 

 

 

近畿大学校友会神奈川県支部 
 

2019 年度 定期総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 5 月 25 日(土) 

於：近畿大学東京センター 
  



近畿大学 校友会 神奈川県支部 総会 

2019 年度 定期総会 

開催日時: 2019 年 5月 25(土) 10:30～12:00 

落語会の部 11:30～12:00 

懇親会の部 12:30～14:00 

 

■総会の部:      近畿大学東京センター  

東京都中央区八重洲 1丁目 8番 16 号 新槇町ビル 13 階 

                     司会 副支部長 岩佐 誠  

(1) 開会の辞                 副幹事長 工藤 靖之 

(2) 校歌斉唱 

(3) 支部長挨拶                支部長  杉本 信一 

(4) 来賓挨拶 

(5) 2018 年度報告 

第 1号議案 事業報告           幹事長  田城 裕司 

   第 2 号議案 会計報告           会計   工藤 靖之 

         監査報告           会計監事 服部 増義 

(6) 2019 年度議案 

   第 3 号議案 事業計画案審議        事務局  栗原 研一 

   第 4 号議案 予算案審議          会計監事 仲村 一 

   第 5 号議案 新年度役員人事案       支部長  杉本 信一 

(7) 閉会の辞                 幹事   津田 欣範 

(8) 記念撮影 

 

■落語会の部:  近畿大学東京センター 

      出演 鈴々舎八ゑ馬（れいれいしゃ やえば） 

           http:// http://reireisya-yaeba.com/ 

 

■懇親会の部: 近畿大学水産研究所 銀座店 

      東京都中央区銀座 6-2 東京高速道路山下ビル 2 階 

  懇親会の挨拶                千葉支部長 中嶌 弘 

  乾杯                    相談役  髙原 和生 

  中締め                   相談役  新開 健之 

以上 

  



 

2019 年度近畿大学校友会神奈川県支部総会出席者 

氏名 卒業年度 学部

1 池内　和夫 昭和36年卒 理工

2 服部　増義 昭和48年卒 理工

3 岩佐　誠 昭和48年卒 理工

4 髙原　和生 昭和50年卒 法

5 仲村　一 昭和50年卒 工

6 杉本　信一 昭和51年卒 法

7 新開　健之 昭和52年卒 法

8 津田　欣範 昭和55年卒 農

9 森田　利和 昭和55年卒 通信教育

10 田城　裕司 昭和59年卒 工

11 橋本　和宏 昭和60年卒 商経

12 藤森　俊彦 昭和61年卒 通信教育

13 栗原　研一 平成 １年卒 工

14 工藤　靖之 平成  9年卒 生物理工

15 宮島　英明 平成29年卒 法

16 児嶋　浩杜 平成30年卒 文芸

17 前　和久 昭和45年卒 経 東京支部参与

18 中嶌　弘 昭和50年卒 理工 千葉県支部長

19 泉　英雄 埼玉県副支部長

20 長谷川　博之 執行部副会長

21 中壺　優子 校友会事務局

22 間野　正己 元工学部教授

23 鈴々舎八ゑ馬

来　　　賓

特別ゲスト

 

 

近畿大学校友会神奈川県支部ホームページ 

https://kindaikouyukaikanagawa.wordpress.com/ 

メール kindai.kouyukai.kanagawa@gmail.com 

銀行口座  横浜銀行 橋本支店 普通 6185221 

近大校友会 神奈川県支部 代表 杉本信一 

  



第 1号議案 2018 年度事業報告

年 月 イベントの名称 主催
参加人

数 日/時 曜日 開催場所

2018 4 支部総会打合せ 神奈川県支部 7 15日 17:00 日曜日 町田駅周辺

5 神奈川県支部総会 神奈川県支部 20 26日 10：30 土曜日 東京センタ−

伊勢ヶ濱部屋コンペ 伊勢ヶ濱部屋 1 29日 8:00〜 火曜日 かすみがうらOGMゴルフクラブ

6 鈴々舎八ゑ馬独演会 5 22日 18:30 金曜日 内幸町ホール
神奈川県支部懇親会 神奈川県支部 3 22日 21:00 金曜日 新橋周辺居酒屋

7 リ−ダ−ズクラブ新卒者歓迎会 リーダーズクラブ 3 7日 12:00 土曜日 品川プリンスホテル

リ−ダ−ズクラブゴルフコンペ リーダーズクラブ 3 8日 日曜日

神奈川県支部懇親会 神奈川県支部 7 21日 17:00 土曜日 町田駅周辺居酒屋

千葉県支部総会 千葉県支部

8 中華街ツアー 神奈川県支部 7 17日 17:00 金曜日 横浜中華街 清香園

9 校友会支部⻑・同窓会⻑会 本部 1 シェラトン都ホテル大阪

東京支部総会 20日 18:30 木曜日 ベルサール八重洲

神奈川県支部懇親会 神奈川県支部 8 22日 17:00 土曜日 町田駅周辺居酒屋

10 伊勢が濱部屋ゴルフコンペ 伊勢が濱部屋 2 2日 火曜日

近大本校 訪問 東大阪キャンパス 8 5日 10：00 金曜日 大阪市内にて懇親会
近大本校 訪問 東大阪キャンパス 8 6日  土曜日 市内観光

近大定期総会 0 20日 土曜日

近大校友会茨城県支部総会 鮨の吉エ門 1 27日 土曜日 守谷市

近大校友会茨城県支部ゴルフ 霞ヶ浦ＣＣ 1 28日 日曜日

11 近大野球部 神宮球場 10日 土曜日

神奈川県支部懇親会 神奈川県支部 9 10日 17:00 土曜日 町田駅周辺居酒屋

近大リ−ダ−ズコンペ 浜野GC 11日

12 近大リ−ダ−ズ忘年会 2 4日 東京センタ−

神奈川県支部忘年会 神奈川県支部 16 8日 17：00 土曜日 横浜 浜清

2019 1 神奈川県支部新年会 神奈川県支部 10 19日 日曜日 箱根温泉 伊藤園にて
神奈川県支部新年会 神奈川県支部 8 20日 日曜日

大相撲観戦 東京支部 3 20日 13：00 日曜日 両国

2 関東支部合同新年会 東京支部 3 7日18時より 木曜日 かに道楽新宿本店

元大岩⼾関テレビ放映 16日17時より 土曜日 ＴＢＳ

千葉県支部イチゴ狩り 千葉県支部主催 1 24日 10:00 日曜日 千葉県 石橋イチゴ園

3 近代リ−ダ−ズ総会 2 14日 18：00 木曜日 東京センタ−

埼玉県支部総会 埼玉県支部 1 16日 11：00 土曜日 東京センタ-

神奈川県支部打ち合わせ会 神奈川県支部 9 22日 17：00 土曜日 町田駅周辺居酒屋

豊洲市場見学 千葉県支部主催 5 23日 9：00 土曜日 総勢 47名 参加

2019 4 神奈川県支部打ち合わせ会 神奈川県支部 10 27日 17:00 土曜日 町田駅周辺居酒屋

5 神奈川県支部総会予定 神奈川県支部 23 25日 10：00 土曜日 東京センタ−

2018年度 活動報告書 （2018年4月1日〜2019年3月31日）

 

 

 



第 2号議案 会計報告 

2018年度  近畿大学校友会神奈川県支部歳入歳出決算報告書

((((単位単位単位単位：：：：円円円円))))

1111 . . . . 一般会計一般会計一般会計一般会計
((((歳入歳入歳入歳入のののの部部部部))))

予算額予算額予算額予算額 決算額決算額決算額決算額 比較増減比較増減比較増減比較増減 摘     要摘     要摘     要摘     要

357,494357 ,494357 ,494357 ,494 357,494357,494357,494357,494 0000
48 ,00048 ,00048 ,00048 ,000 48,00048,00048,00048,000 0000 年会費年会費年会費年会費16161616名分名分名分名分5555//// 23232323現在現在現在現在

0000 126,000126,000126,000126,000 126 ,000126 ,000126 ,000126 ,000 5555 //// 26262626定期総会懇親会食事代定期総会懇親会食事代定期総会懇親会食事代定期総会懇親会食事代

60 ,00060 ,00060 ,00060 ,000 60,00260,00260,00260,002 2222 中嶌支部長中嶌支部長中嶌支部長中嶌支部長　　　　近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学　　　　校友会校友会校友会校友会

0000 0000 0000
0000 0000 0000

465 ,494465 ,494465 ,494465 ,494 591,496591,496591,496591,496 126 ,002126 ,002126 ,002126 ,002

((((歳出歳出歳出歳出のののの部部部部))))

予算額予算額予算額予算額 決算額決算額決算額決算額 比較増減比較増減比較増減比較増減 摘     要摘     要摘     要摘     要

62,30062 ,30062 ,30062 ,300 62,30062,30062,30062,300 0000 イベントイベントイベントイベント8888////17171717　　　　横浜中華街懇親会横浜中華街懇親会横浜中華街懇親会横浜中華街懇親会
12,30012 ,30012 ,30012 ,300 28,20028,20028,20028,200 -15 ,900-15 ,900-15 ,900-15 ,900 田城様田城様田城様田城様へへへへ郵便代郵便代郵便代郵便代・・・・ 切手代切手代切手代切手代・はがき・はがき・はがき・はがき代代代代・・・・ 封筒代封筒代封筒代封筒代

0000
0000
0000
0000
0000
0000

23 ,86923 ,86923 ,86923 ,869 33,08533,08533,08533,085 -9 ,216-9 ,216-9 ,216-9 ,216 近大近大近大近大1111泊泊泊泊2222日本校訪問支援金日本校訪問支援金日本校訪問支援金日本校訪問支援金
0000

150 ,399150 ,399150 ,399150 ,399 125,068125,068125,068125,068 25 ,33125 ,33125 ,33125 ,331 定期総会食事代定期総会食事代定期総会食事代定期総会食事代
0000
0000

216216216216 -216-216-216-216 引引引引きききき出出出出しししし手数料手数料手数料手数料
0000 0000 0000

248 ,868248 ,868248 ,868248 ,868 248,869248,869248,869248,869 -1-1-1-1

差引残高差引残高差引残高差引残高 円円円円はははは次年度次年度次年度次年度にににに繰繰繰繰りりりり越越越越しししし

2222 . . . . 特別会計 特別会計 特別会計 特別会計 ((((積立金積立金積立金積立金))))

歳入歳入歳入歳入 歳出歳出歳出歳出 比較増減比較増減比較増減比較増減 摘     要摘     要摘     要摘     要

342,627342 ,627342 ,627342 ,627 0000 342 ,627342 ,627342 ,627342 ,627
0000 0000 0000
0000 0000 0000

342 ,627342 ,627342 ,627342 ,627 0000 342 ,627342 ,627342 ,627342 ,627

2019201920192019年年年年3333月月月月31313131日日日日 近畿大学校友会神奈川県支部近畿大学校友会神奈川県支部近畿大学校友会神奈川県支部近畿大学校友会神奈川県支部
支部長  杉本支部長  杉本支部長  杉本支部長  杉本　　　　信一信一信一信一
会 　計  工藤靖之会 　計  工藤靖之会 　計  工藤靖之会 　計  工藤靖之

会計監査  会計監査  会計監査  会計監査  服部服部服部服部　　　　増義増義増義増義

予予予予 備備備備 費費費費
雑雑雑雑 費費費費

出出出出 張張張張 費費費費

消消消消 耗耗耗耗 品品品品 費費費費
支支支支 部部部部 ・・・・ 同同同同 窓窓窓窓 会会会会 費費費費

定定定定 期期期期 総総総総 会会会会 費費費費
電電電電 算算算算 委委委委 託託託託 費費費費
会会会会 費費費費 振振振振 込込込込 手手手手 数数数数 料料料料

印印印印 刷刷刷刷 費費費費

備備備備 品品品品 費費費費

広広広広 報報報報 費費費費
人人人人 件件件件 費費費費
助助助助 成成成成 費費費費

会計期間会計期間会計期間会計期間：：：：2018201820182018年年年年4444月月月月1111日日日日～～～～2019201920192019年年年年3333月月月月31313131日日日日

合     計合     計合     計合     計

通通通通 信信信信 費費費費

前前前前 年年年年 度度度度 末末末末 前前前前 受受受受 金金金金
雑雑雑雑 収収収収 入入入入

科   目科   目科   目科   目

繰繰繰繰 越越越越 金金金金
会会会会 費費費費
定定定定 期期期期 総総総総 会会会会 会会会会 費費費費

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 入入入入 金金金金

会会会会 費費費費 ・・・・ 会会会会 合合合合 費費費費

科   目科   目科   目科   目

合   計合   計合   計合   計

会計監査会計監査会計監査会計監査のののの結果結果結果結果、、、、適正適正適正適正にににに処理処理処理処理されていされていされていされてい
たことをたことをたことをたことを認認認認めますめますめますめます。。。。

預預預預 金金金金 利利利利 子子子子

合     計合     計合     計合     計

342,627342,627342,627342,627

項   目項   目項   目項   目

繰繰繰繰 越越越越 金金金金
施施施施 設設設設 積積積積 立立立立 金金金金

 

  



 

第 3 号議案 2019 年度事業計画 

開催日 行事名 場所
2019/4/27(土) 総会打ち合わせ 町田
2019/5/25(土) 支部総会 近畿大学東京センター
2019/6/21(金) 交流会 町田

2019/7/19(金)～21(日)
白浜町長表敬訪問
水産研究所視察
和歌山県方面支部交流会

和歌山県白浜町

2019/8/17(土) 交流会 町田
2019/9/20(金) 交流会 町田
2019/10/26(土) 交流会 町田
2019/12/7(土) 忘年会 菊名「浜清」
2020/1/18(土)～19(日) 新年会 箱根方面
2020/2/21(金) 交流会 町田
2020/3/28(金) 年度末反省会 町田

岩佐誠副会長　ふるさと訪問ツア－ 北海道
協和ACI株式会社 工場見学 山梨県上野原市
株式会社タシロ 工場見学 神奈川県平塚市
他支部開催イベントへの参加
ゴルフコンペ
大相撲観戦

2019年度事業計画(案)

時期未定

 

  



第 4号議案 2019 年度一般会計予算案 

2019201920192019年度  近畿大学校友会神奈川県支部歳入歳出予算書年度  近畿大学校友会神奈川県支部歳入歳出予算書年度  近畿大学校友会神奈川県支部歳入歳出予算書年度  近畿大学校友会神奈川県支部歳入歳出予算書

((((単位単位単位単位：：：：円円円円))))

1111 . . . . 一般会計一般会計一般会計一般会計
((((歳入歳入歳入歳入のののの部部部部))))

予算額予算額予算額予算額

342,627342,627342,627342,627
90,00090,00090,00090,000

200,000200,000200,000200,000
0000
0000
0000

632,627632,627632,627632,627

((((歳出歳出歳出歳出のののの部部部部))))

予算額予算額予算額予算額

200,000200,000200,000200,000
50,00050,00050,00050,000

280,000280,000280,000280,000

50,00050,00050,00050,000

52,62752,62752,62752,627

632,627632,627632,627632,627

2019201920192019年年年年4444月月月月1111日日日日 近畿大学校友会神奈川県支部近畿大学校友会神奈川県支部近畿大学校友会神奈川県支部近畿大学校友会神奈川県支部
支部長  杉本支部長  杉本支部長  杉本支部長  杉本　　　　信一信一信一信一

科   目科   目科   目科   目

繰繰繰繰 越越越越 金金金金
会会会会 費費費費

出出出出 張張張張 費費費費

定定定定 期期期期 総総総総 会会会会 会会会会 費費費費
雑雑雑雑 収収収収 入入入入

備備備備 品品品品 費費費費

通通通通 信信信信 費費費費

消消消消 耗耗耗耗 品品品品 費費費費
支支支支 部部部部 ・・・・ 同同同同 窓窓窓窓 会会会会 費費費費

広広広広 報報報報 費費費費

雑雑雑雑 費費費費

定定定定 期期期期 総総総総 会会会会 費費費費
電電電電 算算算算 委委委委 託託託託 費費費費

合   計合   計合   計合   計

予予予予 備備備備 費費費費

前前前前 年年年年 度度度度 末末末末 前前前前 受受受受 金金金金
特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 入入入入 金金金金

会会会会 費費費費 ・・・・ 会会会会 合合合合 費費費費

科   目科   目科   目科   目

神奈川県支部神奈川県支部神奈川県支部神奈川県支部ホームページホームページホームページホームページ構築構築構築構築SESESESE費費費費

定期総会食事代定期総会食事代定期総会食事代定期総会食事代

会会会会 費費費費 振振振振 込込込込 手手手手 数数数数 料料料料

助助助助 成成成成 費費費費

合     計合     計合     計合     計

印印印印 刷刷刷刷 費費費費

人人人人 件件件件 費費費費

切手切手切手切手、、、、はがきはがきはがきはがき他他他他

摘     要摘     要摘     要摘     要
各種会議各種会議各種会議各種会議・・・・活動費活動費活動費活動費

会計期間会計期間会計期間会計期間：：：：2019201920192019年年年年4444月月月月1111日日日日～～～～2020202020202020年年年年3333月月月月31313131日日日日

摘     要摘     要摘     要摘     要

年会費年会費年会費年会費30303030名予定名予定名予定名予定
定期総会食事代定期総会食事代定期総会食事代定期総会食事代

 

  



第 5号議案 新年度役員人事(案) 

役員名 役割分担 現役員 新役員

⽀部⻑ 杉本信一 杉本信一

副⽀部⻑ 岩佐誠 岩佐誠

幹事⻑ 田城裕司 田城裕司

副幹事⻑ 工藤靖之 工藤靖之

事務局
総会資料作成
事務連絡

栗原研一 栗原研一

会計
⽀部会計
資料作成

工藤靖之 工藤靖之

服部増義 服部増義

仲村一 仲村一

仲村一

IT・広報
ホームページ運用
行政/マスコミへの広報活動

上林義之

児嶋浩杜

竹谷重樹 竹谷重樹

津軽香印 津軽香印

津田欣範 津田欣範

高原和生

新開健之
顧問・相談役

前⽀部⻑
前副⽀部⻑

渉外(校友会 他⽀部との交流)

⽀部会員名簿管理
総会準備
行事立案
校友旗管理

会計監事 会計チェック

幹事

 

 

  



学園章学園章学園章学園章    

 

 

近大節近大節近大節近大節 作詞/作曲 近畿大学応援団 OG・OB 会 

 

仰げば北針 斜を指すところ 

永遠の光ありて不滅光芒は 燦として輝き 

頭をめぐらせば 北に比叡山脈 南に金剛 

楠公父子がおおいたち 東をながむれば 

信貴生駒連山は 巍々としてそそり立つ 

おお！ これぞ自然のめぐみ豊かなる 

河内野の一角に誇り立つ 

おお！ 我等が母校近畿大学なり 

おお！ 衆児三万いざやいざ 

歌わんかな おどらんかな 

舞わんかな 狂わんかな 

我等が熱血の歌 

闘争のおどりは名物近大節の一節を 

ソウリャ……… 

 

此処は浪花か大阪街か 

大阪街なら大学は近畿 

大学近畿の学生さんは 

度胸一つの男伊達 

度胸一つで長瀬の街を 

歩いて行きます紋付袴 

紋付袴は近大の育ち 

ぼろはおいらの旗印 

ぼろはまとえど心は錦 

どんなものにも恐れはせぬぞ 

どんなものにも恐れはせぬが 

可愛いあの娘にゃかなやせぬ 

可愛いあの娘は何時でもすてる 

母校の為なら生命までも 

生命すててもその名は残る 

大学近畿のその名は残る 

大学近畿のその名は残る 

近畿大学校歌近畿大学校歌近畿大学校歌近畿大学校歌    

作詞／世耕 弘一 作曲／樋口 昌道 

１． 

金剛山はほのぼのと 

明けて生駒も目ざめたり 

世界の平和祈りつつ 

文化の鐘を高鳴らす 

若き学徒を讃えずや 

近畿 近畿 近畿 

近畿大学 おお近畿 

２． 

開けゆく代のさきがけと 

進む行く手に栄えあれ 

理想の光あいおいて 

真実一路あこがれの 

若き学徒に誇りあり 

近畿 近畿 近畿 

近畿大学 おお近畿 

３． 

外つ国までも響けよと 

高き文化の足音を 

互いに誓い競い立ち 

真理に愛に魂結ぶ 

若き学徒にほまれあれ 

近畿 近畿 近畿 

近畿大学 おお近畿 


