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東海大学放送研究部 OB会・第 5回総会議事録 

 

日 時：2011年 9月 18日(日) 13時 10分～13時 40分 

場 所：東海大学湘南校舎 COMSQUARE 

出席者：佐藤（誠）、柴崎、村居、木村（正）、久我谷、小林（洋）、酒井、佐久間、森（延）、今宮、粕谷、 

吉田（邦）、海津、小林（三）、佐藤（一）、瀬川、吉田（公）、橋本、米山、山田、坂代、渡邊、稲垣、

佐藤（貴）、林、田中、井上、白石、平井、加藤、川口、佐々木     （以上敬称略） 計 32名 

招待者：村野先生（顧問）、髙橋さん（資料センター）     計  2名 

合計 34名 

現役は、55周年記念式典準備の為出席しませんでした。 

今回は引き続き記念式典が予定されている為講演は中止しました。 

 

定期総会 議事内容 

   総合司会     吉田邦行 

   会長挨拶     木村正義 

   議長     坂代一郎氏を選出 

   会員状況報告    今宮克身 

   1．平成 22年度 事業報告   山田喬 

   2．平成 22年度 決算報告   小林三枝子 

   3．平成 22年度 会計監査報告  吉田公子 

    4. 平成 23年度 事業・活動計画  山田喬 

   5．平成 23年度 予算案   小林三枝子 

   6．その他 

 

平成 22 年度／23 年度 会員状況報告 

    名簿記載人数 ５９１名（当会把握人数）（以後変動有り） 

総会案内発送 ４０７通 未登録会員含む 

メール発信 １２通  

郵送 ３９５通  

平成 22年度 期末正規会員と総会出欠状況 

正会員 ６０名  

出席連絡有り ３４名 （内正会員＝23） 

欠席 ８６名 （内正会員＝25） 

返信無し ２９２名 宛先不明 40名含む 

平成 23年度 期首正規会員 

正規会員 ６２名  

 

・平成 22年度新入会員 2008年度 工・機械工学科    加藤淳（23年度扱い） 

・平成 23年度新入会員 1991年度 文・広報メディア科  林達也 

上記２名は本総会で登録会員として報告されました。 

 

・1986年度 文・広報メディア科   大山真一 

・1988年度 工・電子工学科   渡邊誠  

・1990年度 文・日本文学科   稲垣剛男 

・1990年度 文・史学科    小林哲也 

・2000年度 法・法律学科   田中豊 

・2007年度 文・広報メディア科   井上高樹 
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・2009年度 情報理・ソフトウェア開発工学科 川口聡 

・2009年度 政経・経済学科   佐々木靖之 

以上８名が本総会で正会員に登録されました。 

 

 

──────  議  事  ──────   

1．平成 22年度 事業報告 

 (1)平成 22年 9月 18日 第 4回 定期総会開催。（東海大学代々木校舎 4号館 4402教室） 

①講演会：東海大学情報通信工学部組込ソフトウェア工学科 教授 放送研究部前顧問 

富山 薫順 先生 

演 題：「最近の東海大学」 

②第 4回 定期総会 

③懇親会 レストラン・トリアノン（新宿プリンスホテル/Ｂ１）          出席者：23名（招待者含む） 

 

 (2)平成 22年 11月 3日 第 56回 建学祭激励訪問。 

   放送研究部副委員長（OB担当役員）に活動支援金贈る。 

   今年度も同窓会館 3階会議室を OB控え室として借用。多くの来室者が有りました。 

 

 (3)役員会開催 

①第 1回 平成 22年 12月 11日(土)16：30～18：30   新宿・喫茶室ルノアール 9名出席 

②第 2回 平成 23年  6月 11日(土)16：00～18：00   新宿・喫茶ルノアール 8名＋現役 1名 

③第 3回 平成 23年  7月 23日(土)16：30～18：30   新宿・喫茶ルノアール 10名＋現役 1名 

 

 (4)懇親会（忘年会） 

   第 1回役員会の後ラコンテ（新宿/中村屋）にて 19：15～21：30   出席者 8名 

 

 (5)第 3回 合同役員会（OB会役員と現役役員の交流） 

   東海大学同窓会館 3階 会議室 平成 23年 3月 12日（土）12：00 より  出席者 12名 

 

 (6)総会・式典に関する交渉及び挨拶 （出席：佐藤一事務局長、荻原智美委員長） 

東海大学湘南校舎 平成 23年 6月 20日（月）12：00 より  

訪問先：印刷業務課、総務課、富士サービス、学園史資料センター、 

 

 (7)創部 55周年記念式典に関する現役実行委員との打ち合わせ  

   平成 23年 7月 4日（月）18：00 より本厚木にて  

   出席：OB:吉田(邦)、佐藤(一)、橋本  現役:荻原、青木、篠崎、能川（敬称略） 

 

 (8)名簿作成に伴う確認作業 平成 23年 8月 8日（月）12：00 

    放送研究部部室（塔屋 3階）出席：吉田（邦）、篠崎（敬称略） 

 

 (9)総会案内等発送 平成 23年 8月 13日（土） 

・昨年度総会において「総会案内」は郵送することが決まっていましたので郵送するための名簿確認 

作業を実施。 

・また、今年度は OB会設立５周年並びに放送研究部創部 55周年と言うこともあり総会案内を OB 

全員に送ることにした。さらに、HPの案内からも出欠席の連絡が行える様に配慮した。 

 

 

──────  拍手で承認  ──────   
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２．平成 22年度 決算報告 

・総会資料５ページ・・・22年度 会費収支決算書 

・      ６ページ・・・22年度 会費貸借対照表 を参照 

 

──────  拍手で承認  ──────   

 

３．会計監査報告 

・総会資料７ページ・・・22年度 会計監査報告書 を参照 

 

──────  拍手で承認  ──────   

 

４．平成 23年度 事業・活動計画 

(1)OB会 第 5回定期総会開催（本会） 

(2)第 57回 建学祭激励訪問  

・平成 23年 11月 3日（木）同窓会館 3階の控え室を活用して欲しいとの要望。 

(3)第 4回 合同役員会 

・建学祭の後になる予定だが日時は未定。少なくとも年 1回は開催する。 

(4)役員会開催（年 3回位の予定） 

・日時は未定。 

 

──────  拍手で承認  ──────   

 

５．平成 23年度 予算案 

  ・総会資料８ページ・・・23年度 会費収支予算書 を参照 

 

─────  拍手で承認  ──────   

 

６．その他 

・総会資料９ページ･･･HPへのアクセス数の報告。 

 

 

─────  すべての審議終了  ──────   

 

 

 

 


