
2017/4/20
学習院水桜会　平成29年度総会　議事録

・日時 平成29年4月16日(日）　11時30分～12時30分
・会場　 学習院大学内　西1号館213教室
・出席 加藤、渡辺（勝）、工藤、荒木、作山、山本（昇）、橋場、石川、草地、大貫、清水、矢島、

森本、村田、柏木、瀧田。
渡邉、松村、関根、宮森、汐見、山本（玲）、内田、浅岡、藤川、野原、野田。
（大学水泳部：水球/冨岡、塩野崎、塩嶋、金澤、高橋。
競泳/林、古谷、安藤、長谷、塚越、阿部、三枝。）

・議案
第一号議案 平成28年度収支決算報告

(平成28年2月1日～平成29年1月31日)　　12ｶ月間

収入の部
科目 平成27年度実績 平成28年度実績 増減

前期繰越金 732,615 642,438 -90,177
年会費 1,292,000 1,327,980 35,980
懇親会 109,000 786,795 677,795
その他 寄付等 61,634 775,915 714,281
その他 部室改装 184,000 23,650 -160,350
合計 2,379,249 3,556,778 1,177,529

支出の部
科目 平成27年度実績 平成28年度実績 増減

現役支援金 729,263 1,135,803 406,540
懇親会 145,815 545,621 399,806
運営費 191,463 351,248 159,785
通信印刷費 252,900 280,297 27,397
その他　部室改装 217,370 85,280 -132,090
定期預金 200,000 100,000 -100,000
次期繰越金 642,438 1,058,529 416,091
合計 2,379,249 3,556,778 1,177,529

※参考
財産目録（現金、預貯金） 平成28年1月31日現在

区分 預託先 金額 前年比
現金 みずほ銀行九段支店 1,058,529 416,091
定期預金 みずほ銀行九段支店 900,000 100,000
合計 1,958,529 516,091

・年会費は大学新卒17名のうち、自動引落14名手続き完了。
・80周年懇親会は現役含め158名参加。7万円増益。
・80周年懇親会での寄付呼びかけにより、①寄付22万円。②Tシャツ販売収益42万円。
　使途は、現役強化と監督コーチの支援金としたく、検討中。
・支援金増は、女子部新設ﾌﾟｰﾙ寄附金30万円と大学水泳部強化費による。
・運営費増は、OB逝去生花代、Tｼｬﾂ原価等による。
・大学部室改装は、寄付279,000円で、改装すべて完了。
・定期預金は5万円で予算措置も、懇親会収支努力で、通年通り10万円定期預金できた。

<会計監査>
3月18日（土）会計業務の報告を受け、会計帳簿や、銀行通帳、伝票などを確認し、
損益の状況、繰越金などを精査し、すべての点で適正であることを確認しました。

⇒第一号議案及び会計監査について、原案通り承認された。

1/5



第二号議案 平成29年度収支予算案　　
(平成29年2月1日～平成30年1月31日)　　12ｶ月間
収入の部

科目 平成28年度実績 平成29年度予算 増減
前期繰越金 642,438 1,058,529 416,091
年会費 1,327,980 1,400,000 72,020
懇親会 786,795 110,000 -676,795
その他  寄付等 775,915 0 -775,915
その他　部室改装 23,650 0 -23,650
合計 3,556,778 2,568,529 -988,249

支出の部
科目 平成28年度実績 平成29年度予算 増減

現役支援金 835,803 1,235,000 399,197
懇親会 545,621 150,000 -395,621
運営費 351,248 250,000 -101,248
通信印刷費 280,297 300,000 19,703
その他　部室改装 85,280 0 -85,280
その他　女子部寄付 300,000 0 -300,000
その他　部会助成金 0 150,000 150,000
定期預金 100,000 100,000 0
サポーターズクラブ 20,000 20,000
次期繰越金 1,058,529 363,529 -695,000
合計 3,556,778 2,568,529 -988,249

・大学水球の特別強化年度と定め、現役による合宿(年3回)援助寄付活動をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟする。
　ｺｰﾁ招聘により、監督ｺｰﾁを増員し、交通費等の補填として、監督ｺｰﾁ助成金20万円とする。
・その他、現役支援金は、予算の範囲で、使途を検討し、支出いたしたい。
・大学部会、男子部会、女子部会の各部会助成金として計15万円とする。
　大学部会は、現役による寄付活動の応援。男子部会は、附属戦応援の検討。
　女子部会は、女子部新プール今秋完成に伴う現プールのサヨナライベントを開催。
　その他附属戦や合宿、記録会での現役へ差し入れに使用。
・今年度は大規模な懇親会を行う予定がないため、懇親会費は平成27年度程で見込む。
・学校法人学習院が推奨するサポーターズクラブに入会。2万円×5年（29年度～33年度）。

<質問>
・サポーターズクラブについての補足説明
　学習院の教育改革に必要な資金の募金活動であり、支援団体は、すでに10数団体あり、
　運動部ＯＢ組織が目立つ。支援団体の銘板が輔仁会館で掲示される。
　大学プール新設の実現のためには、必要と考えた。

⇒第二号議案について、原案通り承認された。
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第三号議案 理事、役員人事
(1)作山会長、正野副会長、内田暖・松村妙子会計監査は、留任とする。
　　金澤剛喜氏(S47大)は、副会長を一身上の理由で退任、理事は、任期満了で退任。
　　副会長（学校法人学習院、学習院大学担当）に、草地直樹氏が就任（新任）。

(2)理事　新任候補者：石川正孝氏（S55大）、野原華子氏(H26大)、野田夏希氏(H28大)。
　　　　　　石川由美子氏(S48高)は、任期満了で退任。その他の理事は留任。
(3)事務局長は、渡邉マリ氏（S48高）が就任(新任）。

※従って、下記の通りとなる。
役職 氏名 役職 氏名
会長　　 　 作山  正宏　S44大 会計監査  　 内田  　暖 　  S45高
副会長　　 正野  敬子  S50大 会計監査  　 松村　妙子　　S48高
副会長　　 草地  直樹　S59大 事務局長 渡邉  マリ　　 S48高
理事 山本　  昇　 S41高 理事 森本　龍児　　H22大

松村　友久　S47大 澄谷　航　　 　H24大
橋場　優　　 S47大 福岡　大祐　　H24大
今泉  有仁　S43高 瀧田　哲也　　H27大
永田　有平　S52大 柏木　良太　　H27大
青木  成夫　S49高 関根　玲子　　S52大
山口　玄　 　S54大 汐見　真樹子 S63大
石川　正孝　S55大 高塚　純子　　S63大
大貫　公彦　S55高 山本　玲子　　H01大
清水　学　　 S61大 内田　圭子　　H05大
山中  健司　H07大 （会計） 浅岡　純子　　H12大
須田　啓介　H07大 藤川　いつき  H18大
矢島  嗣朗　H07大 上村　杏理　　H22大
山本　伸哉　H11大 野原　華子 　 H26大
阿部  稔彦　H14大 野田  夏希　　H28大

⇒第三号議案について、原案通り承認された。

第四号議案 水桜会会則の変更要素（下記の点を明確にする）
①   会長、副会長は、理事経験者が望ましい。　10条
　→理事経験者に限定すると困る可能性があると考え、限定はせず
②   会長、副会長、会計監査を含む理事は、総会承認事項であるが、常務理事、
　　　事務局長等は、総会議決事項から外し、理事会の承認事項とする。　11条
③   総会招集は、会長或いは、過半数の理事により召集する。　15条
　→「過半数の理事により」を追記
④   理事会は、水桜会の意思決定機関である。　17条
　→これまで明記がなかったため
⑤   本部の業務は、水桜会全体の事業企画推進、総会・理事会の運営事務、
　　　会計管理、名簿管理など全般を担当する。　8条

<質問・意見>
・第二条（組織）の条文で、「交友」とあるが、現状は、同窓の組織であり、
  ならば、「校友」の方が相応しいのではないか。
→水桜会発足当時（昭和23年）は、ＯＢも少なく、現役も含めた組織だったが、
　現状を踏まえ、理事会で、組織の性格の再確認をし、理事会で決定いたしたい。

⇒第四号議案について、原案通り承認された。

第五号議案 その他
⇒特になし
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※連絡事項
1 水桜会　活動予定

4月16日(日)　 総会（学習院大学西２号館）
9月3日(日)予定 五部対抗(大学プール)
→社会人水球大会と重複するので、変更の検討依頼があった。
　（総会後検討したが、他団体の予定もあり日程変更は無理となった。来年度再検討要）
10月8日（日）予定 女子部プールさよならイベント（女子部プール）
※詳細等確定した後、連絡を行う

2 現役情報 学年は、4月時点
(1)水球ﾁｰﾑ
総監督 橋場　優　 (S47大)
監督 辻井  敏博 (S51大) コーチ 森本　龍児 (H22大)
コーチ 小谷  守弘 (S54大) コーチ 太田　育臣 (日体大OB)

主将 冨岡　佳一　　 4年 会計 塩嶋　夏樹　　3年
副将 越智　傑　　　　4年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 金澤　珠生　　3年
主務 塩野崎　有希　4年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 高橋 あかね　2年

・今年合宿を3回行うことや、他大学への遠征にかかる交通費が多額になることから、
　水球OBOG(200名)に寄付を依頼し、160万円の寄付が集まった
<質問・意見>
・そもそもそのような現役支援として水桜会に会費を納めているつもりである。
　水桜会としての金銭面での関わりを明確にするべきではないか

(2)競泳ﾁｰﾑ
総監督 橋場　優 　(S47大)
コーチ 清水　学　 (S61大) コーチ 林　成胡　(H27大)
コーチ 村田　陽甫 (H26大) コーチ 柏木　良太 (H27大)
主将 林　賢太郎　　　4年 会計 長谷　雪那　　　3年
副将（男子） 石山　佳樹　　　4年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 塚越　麻有子　 4年
副将（女子） 古谷　理恵　　　4年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 阿部　真弓　　　3年
主務 安藤　理恵　　　4年

・三枝寛治（2年）が、4/21-28にポーランドで開催のフィンスイミング世界選手権出場の挨拶

(3)プール管理委員会／水泳部、ダイビング部、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会で組織。
委員長 冨岡　佳一　　　4年 書記 稲村 颯人　　　　2年
副委員長 石山　佳樹　　　4年

→大学プールサイドのクラブハウスは、現行の建築法令の適法外であり、学校側の予算で
本年度中に同規模で、建て直しされます。

(4)男子部、女子部
2017/6/3予定 男女高等科　附属戦

最後の女子部プールでの開催予定ですが、直前に確認してください。
→扇田陽太郎（高等科1年）　全国インターハイ飛び込み出場。
→石島瞳子（高１）、石島楓子（中２）ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全国大会シンクロ出場

3 ご逝去の連絡
卒業年度 氏名 ご命日
昭和29年大学 新井　敏弘 2011/5/5
昭和30年大学 岡田　登 2015/11/21
昭和34年大学 山下（立石）佳子 2016/3/13
昭和26年高等科 久松　定彦 2015/12/2
謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。
→追加で、
昭和27年大学 楠瀬　博丈 2017/4/4
昭和62年大学 山本　太加志 2017/4/13
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4 水桜会会員新卒者就職先情報
(1)本年3月大学卒業ほか
水球：栖原慎太郎/新興商事。内田彬裕/来年度就職。石原裕平/日本生命保険。
　　　　池上理紗子/ＪＦＥ商事。有馬香純/みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ。村山友紀/海外留学中。
競泳：中内弘/UCC上島珈琲。石橋篤季/学業専念。原田彩夏/阪和興業。
　　　　横山結衣/星野ﾘｿﾞｰﾄ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ。山岡真実子/ｱﾌﾗｯｸ(ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険)
　　　　木藤舜/学習院大学大学院。佐々木陽平/第一生命情報ｼｽﾃﾑ。
　　　　関口修二/シモジマ。竹本幸一/川崎市小学校教諭。
　　　　相澤ゆかり/三井住友海上火災保険。岩崎夏実/ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ。
　　　　渡邉葵/第一法規。

5 学習院水泳部創部の期日について
昨年9月4日に、水泳部創部80周年記念懇親会を開催し、ご出席の創部当時在籍の
戸澤康壽様に、創部時期に関してお話をいただき、後日、下記のメールをいただきました。
「昭和11年度の初めには創部されていましたが、前年度中に創部されていたかどうか
わかりません。創部に当たって学校に届けを出すこともなかったようですし、創部の会合も
開いていないので、当時ですら創部の期日ははっきりしていなかったのではないでしょうか。
それで、今日になった創部の期日はと言われれば、’昭和11年の初め、すなわち4月1日’と
するのが良いのではというのが私見です。」
創部当時を知る先輩は、現在では、戸澤康壽様のみです。
創部の期日は、昭和11年（1936年）4月1日で、統一いたしたいと思います。
なお、本メールは抜粋ですので、全文を桜友会ＨＰ（輔仁会水泳部）に掲載いたしております。

※創部当時の部の名称は、「游泳部」であり、以後、「水泳部」と改称。
※現在の大学プールの開場日：
　　昭和10年7月14日、澄宮（三笠宮）崇仁親王のご来臨をいただき、開場式が行われた。

以上
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