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幹事会 次第

1. 開会の辞 【上田】

2. 会長挨拶 【清水会長】

3. 当番幹事長挨拶・当番幹事紹介 【太田】

4. 議長選出 【上田】

5. 議題

(1) 2020年度決算報告 【古屋】

(2) 2020年度決算監査報告 【玄間副会長】

(3) 2021年度予算案 【上田】

(4)2021年度役員改選 【永井副会長】

(5)「東京同窓会積立基金」規定の改定

【玄間副会長】

(6) 総会・講演会について 【小笠原】

2021/0710

(7) 東京同窓会積立基金の報告 【玄間副会長】

(8) 一紅会活動報告 【峯川一紅会会長】

(9) 本年度当番幹事から

①広告部会より 【石井】

②日新鐘部会より 【小泉】

③物故者報告について 【太田】

(10) その他

① 東京同窓会の会則見直しのご提案

【永井副会長】

② 創立140周年記念事業協賛会 事業報告

40周年記念事業協賛会役員 山本秀彦】

6. 閉会の辞 【上田】

１４：００～ １５：００
[P1]



32021/0710

2．会長挨拶

甲府中学・甲府一高

東京同窓会会長

清水 昭
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3．当番幹事長挨拶・当番幹事紹介 【当番幹事長 太田 清士】

幹事長

副幹事長・広告部会長 副幹事長

副幹事長 西山宏

副幹事長 古屋賀章

IT部会長 中野幸一郎

日新鐘部会長講演会部会長
事務局長

太田清士

石井孝明 木村充子

小笠原寛 小泉一昌 上田俊彦
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5.議題 （1）2020年度決算報告、（2）同 監査報告

【会計部会長 古屋賀章】

監査報告書

【副会長 玄間 稔】

[P4]
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5.議題 （3）2021年度予算案 [P5]
【事務局長 上田俊彦】

2021年度予算案（部分拡大）

収入の部 支出の部
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2021年度幹事会及び総会に諮る次期役員候補者

5.議題 （4）年度役員改選 [P6]
【副会長 永井 博】
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次期副会長（学年ブロック選出）候補者

5.議題 （4）年度役員改選 [P6]
【副会長 永井 博】

副会長候補(S48年卒)
Bブロック 海沼副会長候補(S51年卒）

Dブロック
中嶋副会長候補(S46年卒）

Aブロック

清水喜彦副会長
(S49年卒）再任

Cブロック
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5.議題 （5）「東京同窓会積立基金」規定の改定 [P7]
【副会長 玄間 稔】

平成7 年9 月19 日施行
平成13 年5 月9 日改定
平成26 年1 月16 日改定
令和3年10月23日改定

へ、当該年度の総会等の行事を担当する実行委員長は、不測の事態により、
総会が開催できなくなった場合の支出について、事務局に「東京同窓会
積立基金」を取り崩しての支払いを申し込むことが出来る。事務局はこ
れを正副会長会議において協議決定し、決定額を当該年度の運営口座に
振込みを行う。

「東京同窓会積立基金」規定

（4）本基金の管理及び使用方法は次の通りとする。

（4）項 ヘ、部分の改定を行う
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5.議題 （6）総会・講演会ついて [P2]
【講演会部会長 小笠原寛】

🔷 開催日時：2021年10月23日（土曜日）14：00～15：30

🔷 開催場所：主婦会館プラザエフ 東京都千代田区6番町15番地

7階カトレア（235m2）

🔷 実施形態：会議＋WEB会議（ZOOM)

ウエビナーサービスを利用

参加者人数制限（100名程度）

🔷 会費：3000円 （日新鍾代金を含む）

オンライ開催視聴費：2000円 (日新鍾代金を含む)
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1. 開会の辞 当番幹事幹事長 太田清士

2. 会長挨拶 東京同窓会 会長 清水昭

3. 議事 議長 清水昭

（１）審議事項

【1号議案】2020年度決算報告 会計部会長 古屋賀章

【2号議案】2020年度決算監査報告 東京同窓会 監事 原 護

【3号議案】2021年度予算案 会計部会長 古屋賀章

【4号議案】2021年度役員改選 東京同窓会 副会長 永井 博

【5号議案】「東京同窓会積立基金」規定の改定 東京同窓会 副会長 玄間 稔

（２）報告事項

① 東京同窓会基金の報告 東京同窓会 副会長 玄間 稔

② 一紅会活動報告 一紅会 会長 峯川文江

③ その他

4. ビデオレターでの挨拶 甲府一高校長 小林俊一郎様

甲府中学・甲府一高同窓会 会長 丹沢良治様

5. 閉会の辞 当番幹事幹事長 太田清士

5.議題 （6）総会・講演会ついて [P2]

【14：00～14：30】
【講演会部会長 小笠原寛】
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5.議題 （6）総会・講演会ついて [P2]

【14：40～15：30】【講演１】

🔸 『私のオリンピックと今後への期待』
🔸 恒吉（中込）恵子様

【講演２】
🔸 『いまこそ 健やかに暮らす智慧を』
🔸 清水 昭様

甲府中学・甲府一高東京同窓会会長

医学博士

医療法人瑞穂会理事・尭統括病院長

1988年ソウル、1992年バルセロナオリンピック

アーチェリー競技出場／S63年卒

【講演会部会長 小笠原寛】
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5.議題 （6）総会・講演会ついて [P2]

【14：40～15：30】【記念スピーチ】

🔸 『TVアニメ「スーパーカブ」誕生』

（アニメで山梨の活性化を）
🔸 勝村 良一様

株式会社スタジオKAI代表取締役社長／S53年卒

内容：昨今のアニメによる経済的効果が話題となっている。
なか、山梨を舞台にしたTVアニメの新作が本年4月～6月で
放送され、その作品中に甲府一高が実名でリアルに登場した。

北杜市を中心に、訪れる車、バイク客が急増
事前収録で当日ビデオレターとして上映

【講演会部会長 小笠原寛】
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5.議題 （8）一紅会活動報告 [P2]
【一紅会会長 峯川文江】

■ 第23回 一紅会主催春の講演会
Covid-19の影響により中止

2020年3月14日【アルカディア市ヶ谷】 延期

2020年9月22日【アルカディア市ヶ谷】 延期

2021年3月14日【東京ウィメンズプラザ】 中止

■ 次回開催予定
2022年3月12日アルカディア市ヶ谷会場仮予約済

（61日前まではキャンセル可能）

コロナ禍が収束した後開催を予定
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5.議題 （9）本年度当番幹事から 【日新鐘部会長 小泉一昌】

②日新鐘部会より

特集1 「首都圏で活躍する一高卒業生」

一つひとつ積み重ねていく体験を

女優 筒井真理子さん インタビュー

５０年の時を経て 大成建設㈱ 上田 俊彦

とっぱズレからの脱却 ヤマサ醤油㈱ 小泉 一昌

特集2 「オリンピックに参加した一高生」

「2度のオリンピック」 恒吉 恵子

特集3 「56年前(前回東京五輪）の甲府一高」

昭和39年（1964年）のオリンピック開催時の母校

・現在の一高の一年

・昨年の年間行事

・最近の進学状況

【配布】 希望者への販売（１０００円送料込み）とします。

総会・講演会の参加者、リモート視聴者には無料配布いたします。

【お申込み方法】 東京同窓会HP 又は 連絡はがき

【目次案】
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5.議題 （9）本年度当番幹事から 【当番幹事長 太田 清士】

③ 物故者報告について

[11]

2019年度の報告以降にお亡くなりになられた方を、
下記当番幹事学年までお知らせ下さい。

2021年度（第61回） 東京同窓会当番幹事事務局 宛
メールでの連絡先： jimukyoku@kf1-tk.jp
郵送連絡先： 2021年当番幹事 事務局長 上田俊彦.
住所 〒195-0076 東京都町田市金井ｹ丘2-45-5
第61回甲府中学・甲府一高東京同窓会当番幹事事務局 行

2021年8月20日（金）までにお知らせください。
8月21日以降のご連絡は来年のご報告とさせていただきます。
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5.議題 （10）その他 [14]
【副会長 永井 博】

総会が開催出来ない場合、それに代わる会議の招集と承認についての検討

コロナ禍の様な異常事態により、総会が開催出来ない場合は、特別な幹事会を招集し、そこでの議決

を持って総会の決議とすることが出来る様な、会則変更の検討を行うことを提案いたします。

ただし、今年度の幹事会、総会は、参加人数を制限しての開催なので、正式な議案としての提案と

承認は通常開催が可能となった時期で実施を予定しております。

第五章 会議 の 第十二条に追加する場合の会則変更案、

第十二条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年一回会長がこれを招集する。

臨時総会は、会長が必要と認めたとき、学年幹事の過半数から会議の目的である事項を示

して開催の請求があったとき会長がこれを招集する。

2 コロナ禍の様な異常事態により、総会が開催出来ない場合に、会長は役員会の決議をもって、

特別幹事会を招集することが出来る。開催した特別幹事会での決議をもって総会決議とすることが出来る。

① 東京同窓会の会則見直しのご提案
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学校への寄贈品

5.議題 （10）その他

① 創立140周年記念事業協賛会 事業報告（収支報告及び監査報告）

【140周年記念事業協賛会役員 山本秀彦】
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140周年記念誌

生徒への記念品

東京同窓会ホームページ 140周年記念式典・講演会・事業報告
http://www.kf1-tk.jp/20201022kinensikiten.html

5.議題 （10）その他

① 創立140周年記念事業協賛会 事業報告（収支報告及び監査報告）

【140周年記念事業協賛会役員 山本秀彦】
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6．閉会の辞 【上田 俊彦】

今後の予定

8月中旬開始 東京同窓会ホームページへの総会・講演会の告知

連絡はがきの送付（当番幹事事務局→学年代表幹事）

8月20日締切 物故者連絡（学年代表幹事→当番幹事事務局）

8月31日締切 総会・講演会参加者の申請（学年代表幹事→当番幹事事務局）

リモート視聴の申し込みは、総会前日まで

10月1日開始 日新鐘購入者への送付

10月23日 東京同窓会総会・講演会

10月31日締切 日新鐘の申し込み
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当番幹事【昭和５７年卒】 2019年7月6日第60回東京同窓会にて


