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シャ－プ社友会 東京支部 

第 24回 総会 
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日 時 ： 平成30年 4月 8日(日) 午前11時より 

場 所 ： 池袋 クルーズクルーズ 

総 会 次 第 

 

 

 

 

 

シャ－プ社友会・東京支部 

 

 

 

１． 開会の辞 

２． シャープ社友会 真会長ご挨拶 

３． 東京支部・沼 支部長 ご挨拶 

４． 議長選出 

５． 議事 

   第１号議案 平成２９年度事業報告・会計報告の承認について 

   第２号議案 平成３０年度事業計画(案)・会計予算(案)の承認について 

   第３号議案 会則改定について 

   第４号議案 支部長・改選について 

   第５号議案 その他  平成３０年度取組方針 

６．  閉会の辞 



 （ １ ）  

第１号議案  平成２９年度・事業報告、 会計報告  

                      

1. 各種行事・結果報告 

    ★ 29 年 ４ 月    平成 29年度・総会  於：池袋クルーズクルーズ（参加者 106 名）                 

    ★ ２９年 10月   「終活セミナー」 を SFCの協力、日本興亜ひまわり生命様のご支援で 

開催    於 ： 損保ジャパン日本興亜日本橋ビル （参加者 83名）  

    ★ ２９年 11月    社会貢献活動 「谷津干潟環境整備事業」 ５名参加 

    ★ ３０年 １ 月   新春年賀会開催   於 ：池袋 クルーズクルーズ （参加者 101 名） 
                                  

 ２．特記事項 

★ 29 年 4 月   ・支部総会に先立ち、初めての試みとして２８年度新入会員と役員代表との

懇談会を開催し、社友会活動参画意識向上を図った。 

★ ２９年 8月   ・28 年１月に起きた「軽井沢スキーバス事故」遺族の当社社員（幕張勤 

務）の要請を受け署名活動を行ない 200 名を超える署名をお渡しした。 

★ ２９年 8月    ・恒例の「平成 30年シャープカレンダー」の斡旋を開始した。   

★ 29 年 12月   ・支部役員会で事務局体制の見直し、情報便の増加策が承認された。 

★ 30 年 3月    ・支部役員会で新年度の方針が確認された。 
 

3．慶弔関係 

（慶 事）      29年度に、古希を迎えた方々  40 名 
 

   （弔 事）   謹んで、故人のご冥福をお祈り申し上げます 
   

ご氏名 ご逝去日 享年（歳） 

堀井 勉 ３月１６日 ７９歳 

麻生 隆 ３月１９日 ７５歳 

大本 清 ３月２３日 ９２歳 

吉田 幸市 ４月２３日 ７８歳 

上吉原 輝彰 ５月７日 ７８歳 

西野 孝二 ８月 ７日 ７３歳 

茅岡 日佐雄 ８月１２日 ６５歳 

桜井 唯男 ８月２１日 ７５歳 

平井 博 ８月２６日 ７８歳 

中村 和明 ９月２２日 ６７歳 

朏島 孝司  １０月６日 ８８歳 

岡崎 尚武 １２月 ５日 ７７歳 

長谷川 秀雄  １月２５日 ７４歳 

高橋 保雄  ２月 ５日 ７８歳 

吉田 隆行  ２月１２日 ６７歳 

高田 吉治  ２月２０日 ８５歳 

山田 喜男  ２月２４日 ８５歳 

 



 （ ２ ）  

 
 
 
 

４．平成２９年度 各同好会・参加状況 （２９年４月～３０年３月までの総数です） 
   

ＷＯＢ 歩く 平和 写す 天狗 囲碁 釣り ﾎﾞｳﾙ 川柳 ｶﾗｵｹ 遠遊 吹矢 

130 349 430 137 69 128 12 197 121 283 62 111 

 
  
 

５．その他  平成３０年３月末現在／会員状況   

会員数 ６４８ 名   ＳＴＭＬ会員 ５３６名    KINKYU会員 ６６ 名  

KINKYU/Fax １９名   同好会加入数（延べ）   ３４０名  
 

６. 会計報告 ．．．別 紙 （４） 

７．会計監査報告    吉田監査役 

 

 

第２号議案 平成３０年度事業計画（案）、 会計予算（案） 
 

１． 行事・開催計画 （案）           

     平成３０年度総会     ．．． ３０年 ４月 ８日（日）   開催 

      秋のイベント         ．．． 各ブロック単位で開催予定 

      新春年賀会          ．．． 31 年 1 月 各ブロック単位で開催予定 

 

２． 会議等・開催計画 （案） 

     支部役員会        ．．．  ５月、 ９月、 １２月、 ３月 

      執行役員会       ．．．  ７月、 １０月、 １１月、 １月、 ２月 

      広報委員会        ．．．  ６月、 １０月、 ２月  

     

３． 各同好会活動計画 (案） ．．．別 紙（１）、（２）、（３） 

    各同好会の平成２９年度の活動計画は、別紙の通りです。                                                                                                                            

  

４．会計予算 (案)         ．．． 別 紙（５） 
   

 

第３号議案  会則の変更について 

  第７条（役員の任期） 

役員の任期は、次の通りとする。 

支 部 長・・・・・３年（再任はしない）    変更前 ２年（再任は妨げない） 

その他役員・・・・２年（再任は妨げない） 

但し、全役員の１／３以上が同時に交替しないものとする。 

 

２９年度・参加者合計 ２,0２９名 



 ( 3 ) 
  

第４号議案  役員改選について 

支部会則第７条により、支部役員の任期満了に伴う改選を行う。 

 （ 留任 ） 下表の通り 

 （ 新任 ） 松島 理、濱田慶一郎 

 （ 退任 ） 渡邉榮士 

                       （ 支部役員一覧 ）                  

支部長 沼 秀伸 副支部長 橋爪静夫、渡部 大 事務局長 新里勝弘 

執行役員 柿本政昭、  河口和幸、  中村典男（会計担当） 

役員・留任 

矢田英雄 矢島五一 北村卓士 鈴木敏夫 今野武廣 門永暁司 

菅原澄男 狩野窪久士 臼井輝一郎 吉川隆広 広田彰夫 朝子正和 

黒田利明      

役員・新任 松島 理 濱田慶一郎     

顧 問 成田征二 会計監査 吉田冨夫  

   

第５号議案  その他  （平成 30年度支部取組方針） 
 
１. ブロック単位の社友会活動の強化 

前年度テーマ「ブロック単位での社友会活動」について役員会、広報委員会等で検討を重ねて

きた結果に基づき、今年度は全体行事を見直して「秋のイベント」「年賀会」をブロック開催とし、

活動強化費を予算化して、より多くの会員の支部行事参加を促進する。 

＜ブロック委員名簿＞ 

ブロック 会員数 ブロック長 ブロック委員 

第 1 １９０ 3256柿本政昭 3692中村典男 4283矢島五一  4759広田彰夫 5188 臼井揮一朗  

第 2   ７７ 3038北村卓士 
2586有田知義 2705岩田明也 4282狩野窪久士 4851竹下正喜 

4941今野廣武 6527 濱田慶一郎   

第 3   １５９ 4463河口和幸 
2358木戸健二 2413阿部清三 2442有川 顕 4199鈴木敏夫  

5017朝子正和 5310吉川隆弘 5838菅原澄男  

第 4   １７０ 1720矢田英雄 
3457吉田冨夫 4049橋爪静夫 4050渡部大 5034寉岡芳夫 

5390豊田和行 6007門永暁司 6306松島 理  6547黒田利明  

北海道 ５２ 5640経亀武彦 再編予定 

 ２．社友会活動積極参加に向けた情報流通の強化 

   全会員の皆様にお届けしている「情報便」をこれまでの年 1回（３月）から年 3回に増やし、お届

けする情報を充実して会員の皆様との「絆」を深め、同好会活動、社友会行事等への積極参加

を啓蒙する取り組みをおこなう。 

 ３．支部発足２５周年記念に向けた準備 

   ２０１９年５月に支部発足２５周年を迎えることから、記念事業を企画する「２５周年記念実行委員

会」を発足して準備をおこなう。 



第1号議案（6） 平成29年度会計報告

自 平 成29年4 月１日　　　 至 平 成30年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位　 円

収入の部 支出の鄙
項　 目 予　算 実　績 項　 目 予　算 実　績

前期繰越金 591,378 591.378 事務費 1,600,000 1,526,787

入会金 50,000 60,000 事務局駐在費 650,000 628,420
年会費 2,010.000 1,964,000 交通費 400,000 365,682

通信費 100,000 72,432
同好会業務委託分担金 370.000 346,000 事務機器ﾚﾝﾀﾙ 250,000 191,236

配 送 費(郵送,宅急､ﾒ４ 便) 150,000 176,318

総会参加費 400 000　　　425,000 消耗品費 50,000 92,699
年賀会参加費 400.000 400,000 行事費 1,200,000 846,720

総会費 400,000 416,000

寄付金(ｼｬｰﾌﾟ･社友会本部) 年賀会 500,000 421,000

終活セミナー雑費 300,000 9,720
雑収入(預金利息) 40 事業費 330,000 128,684

カレンダー斡旋 84.900 北海道ﾌﾞﾛｯｸ活動強化費 110､000 110,000
その他事業費 200,000 18,684
同好会支援費 20,000 ０

慶弔費 400,000 405,065
雑費(振込手数料他) 20,000 22,742
カレンダー代金(配送費含) 77,771

｜

期中収入 計 3,230,000 3,279,940 期中支出 計 3,550,000 3,007,769
｜

前期慶弔準備積立金取崩し 3,300,000 3,300,000｜ 慶弔準備積立金 3,300,000 3,300,000

｜ 次期繰越金 271,378 863,549

7,121,378 7,171,318 7,121,378 7,171,318

帳票精査の結果､ 上記内容に相違ありません。

[注]

【収入の部 主な内訳】

入会金

年会費

分担金内訳

総会参加費

年賀会参加費

雑収入

会計監査

孚以 奴)々・'jlゲ 日

い い こ
孝

新 規 入 会 者12 名X5,000 円 ＝60,000 円

646 名 ×3000 円 ＝＝|,938,000 円 一新 入 会 員12 名26,000 円･ 計658 名1,964,000 円

WO 日会砧,000円･健康歩こう会8切C10円･平和会48,帥0 円･写そう会27,０００円･囲碁会17jXX)円一天狗会10,000円

市'ｳﾘﾝｸﾞ同好会25,{ＸＸ}円･ 釣り会5,000円･おｵｹ 同好会34,00{1円･とうりゅう会11,000円･遠逝会18､０００円･吹矢周好会11,(100円

106 名 ×4,000 円 ＝424,00{} 円 ，雑 収1,000 円

100 名X4.000 円 ＝400,000 円

郵 貯 他 利 息40 円

慶弔準備積立金取崩し3 β00,000円

【支出の部 主な内訳】

事務局駐在費

交通費

通信費

事務機器ﾚﾝﾀﾙ

配送料

消耗品費

総会費

年賀会費

終活セミナー

事業費その他

慶弔費

雑費

慶弔準備積立金

次期繰越金

駐在日当交通費628,420 円

役員会他340j22 円･本部出張他27,560 円

プロハ'ｲﾀ'一料72,432円

複写機レンタル料(基本料十コピー料)191,236 円

ヤマト運輸メール便176,318 円

プリンタインク一括購入43,758 円，支部報印刷20,240 円，その他28,701 円

懇親会費416,000 円

懇親会費421,000 円(うち支部負担分21,000円)

お茶代g,720円

ｔ海遭ﾌ･ﾛｯｸ活動強化賢110ぶ収1円･パリ=コンサーパー契約料18,94円

慶事 古希40 件224,640 円･弔事18 件180,425 円

振込手数料ほか22,742 円

3,300,000円

863,549円

別 紙 （４）



第２号議案(4)　平成30年度予算(案）

　　　自 平成30年4月1日　　　　至 平成31年3月31日 単位　　円

項　　　目 金　　額
　前期繰越金（暫定） 863,549 　事務費

　入会金（10名） 50,000 事務局駐在費 450,000
　年会費（650名） 1,950,000 交通費 400,000

通信費 100,000
事務機器ﾚﾝﾀﾙ費 250,000

　同好会業務委託分担金 350,000 配送費 200,000
印刷・事務用品費 150,000

　行事費

　総会参加費 400,000 総会 400,000
　年賀会参加費 400,000 年賀会 400,000

　事業費

ブロック強化費

北海道ﾌﾞﾛｯｸ活動強化費 110,000
同好会支援費 20,000
その他 150,000

　慶弔費 慶事250,000円・弔事200,000円

　雑費

　期中収入計 3,150,000 　期中支出計

　前期慶弔準備積立金取崩し 3,300,000 　慶弔準備積立金

　次期繰越金

7,313,549

[注]

　【収入の部 主な内訳】

　　　前期繰越金 863,549 円

　　　入会金 5,000円×10名 50,000 円

　　　年会費 3,000円×650名 1,950,000 円

　　　同好会業務委託分担金 1,000円×350名 350,000 円

　　　総会参加費 4,000円×100名 400,000 円

　　　年賀会参加費 4,000円×100名 400,000 円

　　　慶弔準備積立金取崩し 3,300,000 円

　【支出の部 主な内訳】

　　　事務費 事務局駐在費

駐在担当日当交通費 (4500円*8日*12ヶ月） 450,000 円

交通費 幹事会・支部運営委員会・広報委員会時交通費及び 400,000 円

本部出張・弔事時交通費

通信費 プロバイダー料・郵便代 100,000 円

　　　

事務機器ﾚﾝﾀﾙ　複写機(基本料9.600円+ｺﾋﾟｰ代） 250,000 円

配送費・メール便（支部報発送費他） 200,000 円

事務用品費・支部報印刷費 150,000 円

　　　行事費 総会費 4,000円×100名 400,000 円

年賀会 4,000円×100名 400,000 円

　　　事業費 ブロック強化費 600,000 円

　　　 北海道ﾌﾞﾛｯｸ活動強化費 110,000 円

同好会支援費 20,000 円

その他（サーバー費用・パソコン関連費用） 150,000 円

　　　慶弔費 慶事　　古希　  40名 250,000 円

弔事 200,000 円

　　　雑費 振込手数料他 40,000 円

　　　慶弔準備積立金 慶弔準備積立金 3,300,000 円

　　　次期繰越金 293,549 円

　　　　　　　　　　　　　　　　別紙　（5）

880,000

7,313,549

600,000

450,000
40,000

3,720,000

3,300,000
293,549

収入の部 支出の部

項　　　目 金　　額
1,550,000

800,000
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