
 1 

議	 	 事	 	 録	 

 

会合名	 ： 伊奈学園同窓会 2015 年度 第 1 回 理事会 

開催日時	 ： 2015 年 7 月 12 日(日)  13 時 10 分～16 時 10 分 

開催場所	 ： 浦和コミュニティセンター(第１４集会室) 

出席者	 

(敬称略)	 

： 四役→村松(４期)、畠山(６期)、石川（８期）、城口(4 期)、田中(4 期)、加藤(10 期)、 

浜野（絢）(10 期)、早坂(13 期)、小村方(19 期)、濱野（拓）（24 期）、船崎（2 期） 

理事→駒井(3 期)、北野(5 期)、新井(11 期)、小林(19 期)、佐野（25 期）、 

野口（29 期）、藤原（29 期）、大久保（29 期） 

作成日	 ： 2015 年 8 月 7 日 （作成者：加藤 歩・10 期） 

テーマ	 ： 伊奈学園同窓会 2014 年度事業報告、 2015 年度事業計画（案）など  

伊奈学園総合高等学校同窓会副会長の畠山（6 期）が開催の挨拶を行い、副会長の石川(8 期)が議

長として出席者の確認をした後、開会を宣し議事に入った。 

※ なお、議事録作成者は加藤（10 期）を指名。 

 

議事 

・議案第 1 号 2014 年度事業報告 

１．一般活動報告 (4 期・村松) 

２．委員会活動報告 

２－１．同窓会会報誌 (13 期・早坂) 

２－２．会員名簿維持管理委員会 (10 期・浜野（絢）)*別紙参照 

２－３．ウェブサイト維持管理委員会 (10 期・加藤)  *別紙参照 

２－４．ホームカミングパーティ実行委員会 (4 期・村松 ※担当不在のため) 

２－５．先輩と夢を語ろう実行委員会 (8 期・石川)  *別紙参照 

２－６．年次活動推進委員会(4 期・田中) *別紙参照 

２－７．いなじん交流推進委員会 (6 期・畠山)  *別紙参照 

２－８．会則改正検討委員会 (4 期・城口) 

 ○議案第１号は全員賛成により承認された。（※有効投票者数は議長を除く１６名。） 

 

 

・議案第 2 号 2014 年度決済報告 (2 期・船崎) *別紙参照 

 ○議案第２号は全員賛成により承認された。（※有効投票者数は議長を除く１６名。） 

 

・議案第 3 号 2014 年度監査報告 (2 期・船崎 ※監事欠席のため、代読) *別紙参照 

 ○議案第３号は全員賛成により承認された。（※有効投票者数は議長を除く１６名。） 

 

 

・議案第 4 号 2015 年度事業計画(案)  

 １．一般活動計画 （4 期・村松） 

２－１．会報誌編集委員会 (13 期・早坂) 

２－２．会員名簿維持管理委員会 (10 期・浜野（絢）)  

 ２－３．ウェブサイト維持管理委員会 (10 期・加藤) 

   ※追記 計画に基づきサンプルページを構築中。現サーバにアップしている（アドレスは理事メー

リングリストにて公表する。） 

・2015 年度予算でサイトリニューアルに伴う費用を既に使っているのか。 

→使っていない。2015 年度予算の修正が 9 月の総会で承認されてから支出する。現在のサンプ

ルページは業者の厚意で作ってもらっている。 

・2016 年は現行（7 万）で収まるのか？ 

→サーバレンタルの延長など考えて 2016 年度の予算計画を立てているが、2015 年度の計画通り



 2 

に行けば、支出はもっと減る予定。 

・ウェブサイトで 9 月のいなほ祭の情報を載せたほうがいい。現時点でいなほ祭について掲載して

いるウェブサイトが検索からは見つからない。総会の告知にもなるので、総会の出席者を増や

すためにも今から早めに定期総会の日程を掲載してほしい。 

→善処する。 

・問い合わせフォームは使えるのか？ 

→現在のサイトでは悪用された事例もあり使えないようにしている。計画中のサイトではセキュリテ

ィ面も含めて、使えるようにしたい。 

・計画中のサイトのメールフォームでは SSL などでセキュリティを高くするのか？ 

→SSL 独自の契約は価格が高いので検討状態だが、Wordpress プラグインなど既存のツールを

使ってできるだけセキュリティを高めて行きたい。 

 

２－４．ホームカミングパーティ実行委員会(19 期・小村方) 

２－５．先輩と夢を語ろう実行委員会 (24 期・濱野)   

２－６.年次活動推進委員会 (4 期・田中) 

２－７.いなじん交流推進委員会 （6 期・畠山） 

○議案第４号は全員賛成により承認された。（※ここで駒井(3 期)・小村方(19 期)が参加し、有効投

票者数は議長を除く１８名（以下、同様）） 

 

 

・議案第 5 号 2015 年度予算計画（案） （2 期・船崎)  *別紙参照 

・30 周年記念事業について、2015 年度予算に計上されていないが、実行委員会を開いているな

ら会場費がかかっているのではないか。2015 年度の予算も計上したほうがいいのではないか。 

→今年度に関しては要求しない。市民会館さいたまの集会室利用料（約 3000 円）は委員長の自

費。ロゴ製作も無料で行ってもらっている。 

○議案第５号は全員賛成により承認された。 

 

 

・議案第 6 号 2016 年度事業計画(案)  

 １．一般活動計画 （4 期・村松） 

２－１．会報誌編集委員会 (13 期・早坂) 

２－２．会員名簿維持管理委員会 (10 期・浜野（絢）)  

 ２－３．ウェブサイト維持管理委員会 (10 期・加藤) 

 ２－４．ホームカミングパーティ実行委員会(19 期・小村方) 

・2016 年度の HCP は 20 期がスタッフや実行委員長をやった方が良いと思うが、該当年度に理事

がいない。2016 年度から HCP の運営体制をどのようにすれば良いか。 

→必ずしも対象年度から委員長を出さなくても良いのではないか。３期合同開催の時は実行委員

長がずっと固定だった。20 期から委員を募って一緒に活動する方法もあると思う。 

・30 周年記念事業が開催されるので、20 期向けのイベントを同時開催しても良いのではないか。 

→20 期の旧年次理事にも HCP 開催について声をかけてみてはどうか。名簿の備考欄で旧年次

理事が判るはず。 

・未来へのはがきについては、Inajin に同封すれば一緒に送付できるのではないか。 

→はがきが信書に当たる場合、同封できない可能性がある。その件に関しては継続審議とした

い。 

２－５．先輩と夢を語ろう実行委員会 (24 期・濱野)   

２－６.年次活動推進委員会 (4 期・田中) 

２－７．いなじん交流推進委員会 （6 期・畠山） 

２－８．会則改正検討委員会 (4 期・城口) 

２－９．同窓会 30 周年記念事業実行委員会 (4 期・村松) 

・別紙 14 の見積りは発行者が明確ではないため、委員会の予算計画書として改めたほうがいいと

思う。 

→修正する。 
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○議案第 6 号は全員賛成により承認された。 

 

 

・議案第 7 号 2016 年度予算計画案 2 期・船崎)  *別紙参照 

○議案第７号は全員賛成により承認された。 

 

 

・2015 年度役員人事（案）  *別紙参照 

・HCP は対象年度から実行委員長を出した方が参加率が上がることが期待できる。実行委員長

＝四役ではハードルが高いので、専門委員会名を運営委員会にして運営委員長の下で対象

年度から実行委員長を立てたらどうか。 

・３期合同開催の時は専門委員長がずっと固定だったので、毎年変える必要はないと思う。実行

のノウハウを生かすためにも変えない方が良い。 

→来年度、20 期で開催する時に 19 期が「実行委員長」を名乗るのは日本語としておかしいと思

う。名前から連想する通りの役割を担うことにした方が良い。 

・細則では専門委員会の名称を定めていないため、自由に変更できる。 

→HCP 実行委員会の名称を運営委員会にして、運営委員長は対象年度の実行委員のサポート

役に回るよう変更する。 

○2015 年度役員人事案は上記委員会名の修正を前提に、全員賛成により承認された。 

 

・2016 年度役員人事（案）  *別紙参照 

・会長は退任したら理事になるのか。30 周年記念事業実行委員長に引続き就任する場合、専門

委員長として四役に残るのか。 

→30 周年記念事業の実行委員長は次期会長に就任してもらう。現会長は、退任した後は特に同

窓会に残ることは考えていないが、30 周年事業のサポートやバックアップはもちろん行う。 

・会長職は最低３年間は担ってほしい。 

・会計はお金を扱う仕事なので、最長３年で交代するようにした方が良い。 

○2016 年度役員人事案は、人事変更もあるため、継続審議となった。 

 

  

上記内容の議案の審議を終了し、議長の石川が議会の閉会を宣し、本会は終了した。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


