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東海大学放送研究部ＯＢ会 第 9 回定期総会議事録 

日 時： 2014年 6月 13日(土)  14：30～16：20 

場 所： 東海大学代々木校舎 ２号館 多目的室 

出席者：佐藤(誠)、村居、木村（正）、木村（兼）、久我谷、森(延)、今宮、粕谷、吉田(邦)、佐藤(一)、

瀬川、中村、橋本、山田、千葉、荻原、坂代、佐藤（貴）、佐々木、川口、村上 

(現役)： (4年)渡部  

(3年)後藤、塩沢、杉田、西尾、波多野、松浦、村上、山田 

(2年)阿美、石橋、石山、上木、浦、上田、岡本、小倉、小山田、樫葉、國安、小城、 

新保、渡辺 

(1年) 岩倉、長田、古茶、高橋、貫井、早川、廣田、前島、村山、矢澤、山口、山崎、 

渡辺    

(敬称略）    以上 会員 21名＋現役 36名 

(招待)：大山（講演者）、川井（放研現委員長）、佐々木（放研現副委員長） 

(敬称略）    計 3名     合計 60名 

第１部 （14:30～15:35） 

  講演 ： 大山 真一 氏 （株式会社テレビ宮崎東京支社編成事業部長） 

  演題 ： 「あしたのテレビ」 

第２部 （15:45～16:20） 

  定 期 総 会 

総会司会： 佐々木靖之 

会長挨拶      木村正義 

議長に 佐藤 貴仁氏を選出し議事に入った。 

会員状況報告      橋本泰三郎 

第 1号議案  平成 26年度 事業報告   橋本泰三郎 

第 2号議案  平成 26年度 決算報告   山田 喬 

第 3号議案  平成 26年度 会計監査報告      吉田 邦行（代） 

第 4号議案  平成 27年度 事業・活動計画  橋本泰三郎 

第 5号議案  平成 27年度 予算案   山田 喬 

第 6号議案  役員補充について       佐藤 一 

第 7号議案  その他 

       ・活動支援金贈呈    木村 正義 

           ・60周年記念事業について 

  ＊総会に引き続き、現役部員によるプレゼンテーションが行われた。 

   タイトル ： 「ラジオドラマ ：マンション」 

  

平成 26年度／27年度 会員状況報告 

 封書数／人数 備     考     欄 

総会案内発送 81通 登録会員＋招待者 

 メール送信 14通  

 郵   送 67通  

平成 26 年度 期末正規会員と総会出欠状況    

正会員 71名 （平成 27年度新入会員 5名･･･76名に送付） 

出席連絡    21名 （メール連絡含む） 

欠席連絡 21名  

返信なし 34名  

平成 27 年度 期首正規会員 

正会員 76名 （平成 27年度新入会員 5名は登録済み） 



 2 

・平成 26年度新入会員（登録順）   計 3名 

・鈴木 淳一 （1985年度）  工学部通信工学科 

・千葉 公正 （1971年度）  文学部日本史学科 

・荻原 健一 （1971年度）  工学部通信工学科 

 

・平成 27年度新入会員     計 5名 

・小村 りさこ（2014年度）  文学部文明学科 

・谷本 椋亮 （2014年度）  工学部機械工学科 

・村岡 貴文 （2014年度）  工学部機械工学科 

・村上 祐  （2014年度）  法学部法律学科 

・森泉 匠平 （2014年度）  法学部法律学科 
 

第 1号議案．平成 26年度 事業報告 

 

 (1)東海大学放送研究部OB会 第 8回 定期総会開催 

日時：平成 26年 6月 7日（土） 14：30～17：30 

場所：東海大学代々木校舎 2号館  多目的室 

  ①講演「放送局の最近の情勢」     鈴木淳一氏 

  ②第 8回 定期総会     15：50～16：55 

  ③モニター会（現役）    17：00～17：30 

  ④懇親会 代々木校舎 4号館「Ycafe」  17：40～20：30 
 

 (2)平成 26年 11月 3日  第 60回 建学祭参加。 

  今年度も同窓会館 3階 会議室を東海大学放送研究部OB会控室として借用。 

  参加者：吉田，海津，橋本，榎，山田，千葉，荻原，坂代，佐藤（貴），村上  （敬称略） 

      坂井（来客） 

以上 11名 

 (3)役員会，懇親会開催等 

  ①第 1回 役員会 平成 26年 6月 7日（土） 12：00～13：00 

   場 所：代々木校舎 多目的室 

   出席者：木村正義，吉田邦行，瀬川良彦，橋本泰三郎，山田喬，坂代一郎，佐々木靖之， 

佐藤(一)               （敬称略）   以上 8名 

  ②第 2回 役員会 平成 26年 7月 21日（土） 15：00～18：00 

   場 所：ルノアール関内駅前店 

   出席者：木村正義，吉田邦行，瀬川良彦，橋本泰三郎，佐藤貴仁，佐藤一  

       現役：村上祐（オブザーバー）     （敬称略）  以上 7名 
 

  ③第 3回 役員会 平成 27年 1月 8日（日） 15：00～17：00 

   場 所：カフェ・ミヤマ渋谷公園通り店 会議室 2号室 

   出席者：吉田邦行，橋本泰三郎，山田喬，佐藤貴仁 

       現役：渡部実花（OB連絡担当）    （敬称略）      以上 5名 
 

  ④第 4回 役員会 平成 27年 3月 7日（土） 11：10～15：15 

   場 所：東海大学同窓会館 3F 会議室 

   出席者：木村正義，小林洋，吉田邦行，山田喬，坂代一郎，佐藤貴仁，佐藤一， 

       橋本泰三郎（午後から）    （敬称略）          以上 8名 
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 (4)第 6回 合同役員会（OB会役員と現役役員の交流） 

日 時：平成 26年 3月 7日（土）15：30～17：20 

場 所：東海大学同窓会館 3F 会議室 

出席者 

   ・OB 会役員：木村正義，小林洋，吉田邦行，橋本泰三郎，山田喬，坂代一郎，佐藤貴仁，

佐藤一 

   ・現役役員：川井一希，佐々木茂，小城駿平，松浦来実，板場春佳，奥山裕貴，塩沢宥弥， 

         上田彩香，渡部実花，金子遙，村上祐（4年）（敬称略）以上 19名 

         

＊＊＊＊ 質疑 特になし 

＊＊＊＊ 拍手多数により承認 

 

第 2号議案．平成 26年度 決算報告  （本議事録 5頁/6頁） 

・平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで。 

 

＊＊＊＊ 質疑 

 ・会費滞納者の未収金対応が必要ではないかとの意見が有、 

  今後督促及び会則規定通り退会とする対応を検討することとした。 

＊＊＊＊ 上記を踏まえ拍手多数により承認 

 

第 3号議案．会計監査報告   （本議事録 7頁） 

＊＊＊＊ 質疑 特になし 

＊＊＊＊ 拍手多数により承認 

 

第 4号議案．平成 27年度 事業・活動計画案 

  (1)東海大学放送研究部OB会 第 9回 定期総会開催。（平成 27年 6月 13日：代々木校舎） 
 

  (2)第 61回 建学祭激励訪問。（平成 27年 11月 3日 予定） 
 

  (3)第 8回 合同役員会。（平成 28年 3月 予定） 

 

(4)創部 60周年記念事業検討委員会 

 

(5)役員会開催。（年 4回） 

 

＊＊＊＊ 質疑 特になし 

＊＊＊＊ 拍手多数により承認 

 

第 5号議案．平成 27年度予算案について （本議事録 8頁） 

・平成 27年 4月１日から平成 28年 3月 31日まで 

 

＊＊＊＊ 質疑 特になし 

＊＊＊＊ 拍手多数により承認 
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第 6号議案．役員補充について 

    ・平成２６年度新卒会員の村上 祐氏は、現放送研究部の状況をよく把握し、在学中よりOB会活動 

     に積極的に参加・協力しているので、今後ともOB会の中枢となる期待をこめて役員として迎えた 

     い。 

 

＊＊＊＊ 質疑 特になし 

＊＊＊＊ 拍手多数により承認 

 

第 7号議案．その他 

・ 活動支援金贈呈 

 OB会会長    木村 正義 

 放研委員長    川井 一希 

木村会長挨拶及び川井委員長からの答礼が行われた 

 

（ 拍 手 ） 

 

・ 60周年記念事業について   吉田 邦行 

第１回役員会でOB会側にも 60周年記念準備委員会を制定し、現役諸氏による 60周年記念事 

業に協力することを決定したことを報告した。 

OB会６０周年記念準備委員 

   吉田副会長、坂代副会長、佐藤事務局長、山田会計担当役員 

現役生６０周年記念会準備主担当 

   佐々木副委員長、小城副委員長 

 

（ 拍 手 ） 

 

○ 総会議案審議を終了した後、出席者全員で校歌を斉唱した。 

 

※ 16:20 総会を終了した。 
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平成 26(2014)年度 会費収支決算書 

自：平成 26年 4月 1日  至：平成 27年 3月 31日 

  項目 予算 実績 備考 

収 

入 

の 

部 

会費       

 当年度  (68名) 170,000 170,000 68名×@2,500 

 新入会員 0 7,500 新規 3名×@2,500 

寄付 0 10,000  

雑収入  500  

口座利息 30 12  

収入合計 170,030 188,012  

支 

出 

の 

部 

ＨＰ維持費 1,869 1,869  

活動支援金（現役） 50,000 50,000  

講師謝礼 20,000 20,000  

通信費 20,000 14,802 総会案内（往復はがき）、郵便代会費請求 

会議費 20,000 16,387 会議室使用料、総会お茶代 

消耗品費 15,000 5,538 プリンタインク、用紙、ラベル他 

交通費 10,000 6,878 現役OB連絡担当含む 

懇親会補助 0 7,520  

雑費 12,000 15,108 建学祭控室お茶代、会議室借用お礼手土産他 

予備費 0 0  

支出合計 148,869 138,102  

当期収支差額 21,161 49,910  

前期繰越金 48,622 48,622  

次期繰越金 69,783 98,532  
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平成 26(2014)年度 会費貸借対照表 

自：平成 26年 4月 1日  至：平成 27年 3月 31日 

資産の部 負債・剰余金の部 

科目 金額 適用 科目 金額 適用 

現金・預金 88,032  未払い金     

  現金 13,368        

  郵貯 74,664        

  振替口座 0    
 

          

          

未収入金 101,000  前受け金（前納会費） 90,500   

平成 24年度以前会費 35,500  平成 25年度以前前納金 35,000   

平成 25年度会費 65,500 
26名×

@2,500+500×1 
平成 26年度前納金 55,500   

           

            

            

      前期繰越金 48,622   

      当期剰余金 49,910   

      

      (次期繰越金 98,532 ） 

合計 189,032     189,032 
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平成 27(2015)年度 会費収支予算書 

自：平成 27年 4月 1日  至：平成 28年 3月 31日 

  項目 前年度実績 予算 備考 

収 

入 

の 

部 

会費       

 当年度  (68名) 170,000 177,500 71名×@2,500 

 新入会員 7,500 12,500 平成 27年度新入会員 5名分 

寄付 10,000 0  

雑収入 500 0  

口座利息 12 15  

収入合計 188,012 190,015  

支 

出 

の 

部 

ＨＰ維持費 1,869 1,869  

活動支援金（現役） 50,000 50,000  

講師謝礼 20,000 20,000  

通信費 14,802 20,000 総会案内（往復はがき含）、会費請求郵便代 

会議費 16,387 23,000 会議室使用料、総会お茶代 

消耗品費 5,538 10,000 プリンタインク、用紙、ラベル他 

交通費 6,878 10,000 現役OB会連絡担当含 

懇親会補助 7,520 0  

雑費 15,108 15,000 建学祭控室お茶代、会議室借用お礼手土産代他 

予備費 0 0  

支出合計 138,102 149,869  

当期収支差額 49,910 40,146  

前期繰越金 48,622 98,532  

次期繰越金 98,532 138,678  

＊平成 27年度より、新卒業生を新入会員として計上することとした。 

 

 



 9 

＜参考データ＞ 

 平成 26 年度のアクセスログの推移を見ると、下のグラフの近似曲線（直線近似）からもわかる

ように HP へのアクセスが急激に下降していることが見て取れます。特に、5 月から 8 月までの落

ち込みは大きいことがわかります。さらに、最大値を示した１月（1,220件）と最低値を示した 

6 月（843 件）、8 月（817 件）は約 400 件の差があり、1 月～8 月まではほとんど減少傾向を示し

ています。 

このグラフからだけではその原因を探ることはできませんが、HP はご承知のように常に更新す

ることや新しい記事が定期的に掲載されることがそのサイトの信頼を得る最大の方法ですが、昨年

も会員からの投稿が全くなかったことも原因の一つと考えています。 

 


