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シャ－プ社友会 東京支部 

第 25回 総会 
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日 時 ： 2019年 4月 7日(日) 午前 10時 50分より 

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． 東京支部・沼 支部長 ご挨拶 

３． 来賓ご挨拶 シャープ㈱管理本部総務部 黒田課長 

４． 議長選出 

５． 議事 

   第１号議案 2018年度事業報告・会計報告の承認について 

   第２号議案 2019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 役員改選について 

   第５号議案 その他  2019年度取組方針 

６．  閉会の辞 



 （ １ ）  

第１号議案  2018年度・事業報告、 会計報告  

                      

1. 各種行事・結果報告 

    ★ 18 年 ４ 月    ・18 年度・総会  於：池袋クルーズクルーズ（参加者 87 名）                 

    ★ 18 年７～１１月 ・第１ブロック～第４ブロックにおいて懇親会を開催（参加総数  96 名） 

    ★ 19 年 １ 月   ・新春年賀会開催  （4 ブロックに分かれて開催）（参加総数 143 名） 
                                  

 ２．特記事項 

★ 18 年度     本年度は２つの新たな取組みを実施した。 

            １．情報便をこれまでの１回（３月）から３回（７月、１１月、３月）に増やし、同

時に会報「社友 Tokyo」をカラー版にして全会員に配布。 

            ２．行事参画会員を増やすためイベント、年賀会を各ブロック単位で実施。 

★ 18 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。   

★ 18 年 12 月  ・支部役員会で 19 年度に迎える支部発足 25 周年記念事業の企画案が承 

             認され準備に入った。 

★ １9 年 2 月    ・課題であった支部ホームページ及びメーリングリストを管理するサーバー 

を最新のものに切り替えた。 
 

3．慶弔関係 

（慶 事）     １８年度に、古希を迎えた方々  ３９ 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） 

寺師 一清 様 ３月１０日 ８５歳 

石川 哲博 様 ３月２９日 ７７歳 

藤井 弘明 様 ４月 ３日 ８３歳 

糠川 浩三 様 ７月１５日 ８３歳 

桑原 章  様 ９月 ７日 ７０歳 

前田 貞雄 様 ９月２１日 ８５歳 

池本 良  様 １１月７日 ８１歳 

 

４．２０１８年度 各同好会・参加状況 （１８年４月～１９年３月までの総数です） 
   

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

177 330 423 135 61 120 186 107 271 52 102 

 
  
 

５．その他  ２０１９年３月末現在／会員状況   

会員数 ６４３ 名   ＳＴＭＬ会員 ５２４名    KINKYU会員 65 名  

KINKYU/Fax １９名   同好会加入数（延べ）   ３３０名  
 

１８年度・参加者合計 1,964 名 



 （ ２ ）  

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 ２０１９年度事業計画（案）、 会計予算（案） 
 

１． 行事・開催計画 （案）           

     ２０１９年度総会     ．．． ２０１９年 ４月 ７日（日）   開催 

      イベント          ．．．２５周年記念講演会（４月）他各ブロック単位で開催予定 

      新春年賀会        ．．． ２０２０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２０１９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３条（会員資格） 

本会の会員は、シャ－プ社友会会員の有資格者で、原則として、首都圏とそ 

の周辺地域及び北海道地区に居住し、東京支部に入会を希望する者によって 

構成する。 

（変更前） 

本会の会員は、シャ－プ社友会会員の有資格者で、原則として、首都圏及び 

その周辺地域に居住し、東京支部に入会を希望する者によって構成する。 

 

第８条（運 営） 

 （３）会員名簿は個人情報保護の観点から必要最小限の情報を開示する。 

（変更前）（３）会員名簿を随時発行する。 



 ( 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。 

支部長   （退任） 沼   秀伸 

       （新任） 橋爪 静夫 

事務局長 （退任） 新里 勝弘 

役  員  （新任 ） 増本 哲夫 

 （ 支部役員一覧 ）                  

支部長 橋爪静夫 副支部長 渡部 大  事務局長  

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 松島 理 濱田慶一郎    

役員・新任 増本哲夫      

顧 問 成田征二 沼 秀伸 会計監査 吉田冨夫   

   

第５号議案  その他  （2019 年度支部取組方針） 
 
１．支部発足 25 周年記念事業の取り組み 

 ①記念講演会（４/7）    ②記念サイト開設（４月～）   ③会員アンケート（３月～） 

 ④未入会者アンケート  ⑤記念誌発行（１１月予定）   ⑥各同好会記念行事企画 

２. ブロック単位の社友会活動の更なる強化 

前年度テーマに引き続き、「ブロック単位での社友会活動」を定着させるべく、今年度については 

更により多くの会員の行事参加を促進する企画に取り組む。 

＜ブロック委員名簿≫（予定者含む）       

ブロック 会員数 ブロック長 ブロック委員 

北海道 ４９ 4336辻田正人 2097石倉 優 5656中嶋修二   

第 1 １９４ 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   ７６ 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今野武廣 6527濱田慶一郎   

第 3   １５４ 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 4050渡部大 5034寉岡芳夫 5390豊田和行 

6007門永暁司 6091増本哲夫 6306松島 理 6547黒田利明 

  

  

 


