
2018/4/15
学習院水桜会　平成30年度総会　資料

・日時 平成30年4月15日(日）　10時30分～11時30分　　終了後懇親会
・会場　 学習院大学内　西1号館213教室
・出席 水桜会会員

・議案
第一号議案 平成29年度収支決算報告

(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年度実績 増減

前期繰越金 642,438 1,058,529 416,091
年会費 1,327,980 1,341,158 13,178
懇親会 786,795 84,000 -702,795
その他 799,565 13,311 -786,254
合計 3,556,778 2,496,998 -1,059,780

支出の部
科目 平成28年度実績 平成29年度実績 増減

現役支援金 1,135,803 900,000 -235,803
懇親会 545,621 134,388 -411,233
運営費 351,248 96,842 -254,406
通信印刷費 280,297 224,833 -55,464
その他　部室改装 85,280 0 -85,280
その他　部会助成金 118,740 118,740
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 1,058,529 902,195 -156,334
合計 3,556,778 2,496,998 -1,059,780

※参考
財産目録（現金、預貯金） (平成30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 902,195 -156,334
定期預金 みずほ銀行九段支店 1,000,000 100,000
合計 1,902,195 -56,334

・年会費収益は昨年度比微増。237人から受領。昨年は233人。
・五部対抗での寄付6,000円と昨年度制作のTシャツ売上7,300円の臨時収入あり。
・理事会費用抑制により、運営費減。
・部会助成金は、各部会5万円の計15万円で予算化。大学部会は水球の合宿補助
　約1.5万円、その他差し入れで計約6万円使用。女子部部会は戸山プールさよなら
　イベントで約5万円使用。男子部部会は差し入れで5千円程度の使用。
　部会費の活用方法は今後検討。

⇒ ・２８年度より２９年度の方が収入は増加しているが、寄付金は減少している。（高額寄付者あり）

・部会助成金(男子部、女子部、大学)15万円を２９年度より設けている。
・会計監査からすべての点で適正であるとの報告を受けた



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

科目 平成29年度実績 平成30年度予算 増減
前期繰越金 1,058,529 902,195 -156,334
年会費 1,341,158 1,350,000 8,842
懇親会 84,000 90,000 6,000
その他 13,311 0 -13,311
合計 2,496,998 2,342,195 -154,803

支出の部
科目 平成29年度実績 平成30年度予算 増減

現役支援金 900,000 900,000 0
懇親会 134,388 170,000 35,612
運営費 96,842 100,000 3,158
通信印刷費 224,833 250,000 25,167
その他　部会助成金 118,740 150,000 31,260
定期預金 100,000 420,000 320,000
サポーターズクラブ 20,000 20,000 0
次期繰越金 902,195 332,195 -570,000
合計 2,496,998 2,342,195 -154,803

・サポーターズクラブに入会。2万円×5年（29年度～33年度）。
・定期預金は27年度までと同様20万円とする。また80周年で受領した寄付22万円を
　定期に移し、将来の大学プール建設時の寄付金原資とする方向。

⇒ ・サポーターズクラブに入会（＠￥20,000×5）
・定期預金を42万円に増額 
・新会員の加入により、年会費の増加を見込んでいる。（2名自動引き落とし拒否）
　＊本来ならば年会費が当たり前に順調に増えていくのではないか。
→現状として、水桜会会員700名のうち１割が連絡の取れない状況にあり、
　 会費を納めているのは４割程度である。会員全員からいただくのは難しい
今後の対策として、集計を作成し動向を観察し検討する。



第三号議案 理事、役員人事
(1) 山本昇氏（S41高）、松村妙子氏（S48女高）は理事退任。
　　永尾嘉紹氏（H01大）、井上瑛氏（H26大）理事就任
(2) 作山正宏氏（S44大）は会長退任。次期会長は、内田暖氏（S45高）が就任。
　  会計監査は関根玲子氏（S53大）、福岡大祐氏（H24大）が就任。
　  副会長、会計、事務局長、その他理事は留任。

※従って、理事は下記の通りとなる。
役職 氏名 役職 氏名
理事・会長　　 　 内田  暖 　　 　 S45高 理事 高塚　純子    　S63大
理事・副会長　　 正野  敬子  　　S50大 理事 永尾　嘉紹　  　H01大
理事・副会長　　 草地  直樹　　　S59大 理事 山本　玲子　    H01大
理事・会計 小池　純子　  　H12大 理事 内田　圭子   　 H05大
理事・会計監査  　 関根　玲子      S53大 理事 須田　啓介 　   H07大
理事・会計監査  　 福岡　大祐    　H24大 理事 山中  健司 　   H07大
理事・事務局長 渡邉  マリ　     S48高 理事 矢島  嗣朗   　 H07大
理事 作山  正宏　  　S44大 理事 山本　伸哉   　 H11大
理事 橋場　優         S47大 理事 阿部  稔彦    　H14大
理事 松村　友久  　  S47大 理事 藤川　いつき　  H18大
理事 今泉  有仁      S43高 理事 森本　龍児 　   H22大
理事 永田　有平      S52大 理事 上村　杏理 　   H22大
理事 青木  成夫    　S49高 理事 澄谷　航  　　   H24大
理事 山口　玄  　　   S54大 理事 井上　瑛　　　   H26大
理事 石川　正孝 　   S55大 理事 野原　華子   　 H26大
理事 大貫　公彦    　S55高 理事 柏木　良太　　　H27大
理事 清水　学　　　　 S61大 理事 瀧田　哲也 　   H27大
理事 汐見　真樹子   S63大 理事 野田  夏希  　  H28大

⇒ ・山本昇氏（S41高）、松村妙子氏（S48女高）は理事退任。

・永尾嘉紹
ナ ガ オ ヨ シ ツ グ

氏（H01大）、井上
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氏（H27大）理事就任
・作山正宏氏（S44大）は会長退任。次期会長は、内田暖氏（S45高）が就任。
・会計監査は関根玲子氏（S53大）、福岡大祐氏（H24大）が就任。
・副会長、会計、事務局長、その他理事は留任。
＊井上瑛氏の卒業年度について、H26 →H27大　に訂正



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　慶弔内規
②　申し合わせ事項
上記①，②を会則＜付則＞に追記する。

⇒ ・慶弔内規
・申し合わせ事項　監督、コーチへの負担が大きい
※　第一～四号議案について、原案通り可決された。

第五号議案 その他

⇒ ・総合体育館建設および総監督のポストについて
　　 目白新プール建築の学習院側の事情説明の後を受けて
     今後どのように水桜会が行動すべきなのかについては、
     現役の強化を主目的とし（現役ファーストによる成績向上）、
     来年の総会には募金の現状報告も含めご参加される水桜会会員の皆さんに
　　 毎回開催される理事会にて検討し、 
     ご説明する責任者として草地副会長が立候補した。
その役職名・仕事の内容も総監督も含め検討し決定することとした。　



※連絡事項
1 水桜会　活動予定

4月15日(日)　 総会（学習院大学西1号館213教室）
8月26日(日)予定 五部対抗(大学プール)

2 現役情報
(1)水球ﾁｰﾑ
総監督
監督 辻井  敏博 (S51大) コーチ 淺見祐作（H7大）
コーチ 小谷  守弘 (S54大)
主将 村越　浩平　　 4年 副将 瀬尾　隆太　   　4年
副将 松澤　建人　　 4年 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ長 茂木　亜香理　　4年
主務 滝上　唯　　　　3年 副務 児玉　侑理加　　2年
会計 高橋　あかね　3年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 金澤　珠生　     4年
水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐藤　友理奈　2年

(2)競泳ﾁｰﾑ
総監督 監督 青木　弘興
ヘッドコーチ 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)
コーチ 堤　創汰　（H27大） コーチ 井上　瑛　　（H26大）
コーチ 沖　政友　（H28大） コーチ 竹田　悠馬　（H28大）
コーチ 中内　弘　（H29大） コーチ 佐々木　陽平　（H29大）
コーチ 関口　修二　（H29大）
主将（男子） 西山　麟太郎   4年 主将（女子） 阿部　真弓　　　4年
副将（男子） 小平　剛徳　　　4年 主務 薦田　静　　　　 4年
副務 孟 心玥　　　　　3年 会計 杉田　美咲　　　3年
水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 阿部　真弓　　　4年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 北山　夏凪      2年

(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 瀬尾　隆太　　　4年 書記 稲村 颯人　　　　3年
副委員長 谷本　一真　　　4年

(4)男子部、女子部
2018/6/2予定 男女高等科　附属戦@男子部

3 ご逝去の連絡
卒業年度 氏名 ご命日
昭和62年大学 山本　太加志 2017/4/13
平成20年大学 海老原　亮平 2017/5/15
謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。



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
水球部門
冨岡佳一 経済学部経済学科
越智傑 経済学部経済学科
塩野崎有希 文学部心理学科
辻野朱里 法学部法学科
平野早帆 文学部英米文学科

競泳部門
林賢太郎 文学部史学科
石山佳樹 理学部化学科

古谷理恵
国際文化交流学部国際
コミュニケーション学科
（学習院女子大）

安藤理恵
文学部英語英米文化学
科

板倉陽子 文学部教育学科
木内朝日 経済学部経済学科
塚越麻有子 経済学部経営学科
永富誠大 経済学部経営学科
飛高彩音 経済学部経済学科
水川菜々 理学部数学科
谷澤直昭 法学部法学科

石橋篤季 理学部物理学科

⇒ ・4月15日(日)　　　 総会（学習院大学西1号館213教室）
・6月2日（土）　　　　　附属戦（中等科プール）
・8月26日(日)予定 五部対抗(大学プール)
・新会員進路先
現役出席者自己紹介（競泳部門・水球部門）：学年・名前・役割

【配布資料】
水桜友会だより
総会資料

以上

国分グループ本社株式会社

日新火災海上火災保険
伊藤忠食品株式会社
三菱UFJ銀行
花王株式会社
住友生命保険相互会社

ライオン株式会社
学習院大学院自然科学科化学専攻

学校法人桐朋学園音楽部門

テクノバン株式会社

都立公立小学校期限付任用教員
山崎製パン株式会社

株式会社KITZ
日本通運株式会社
学習院大学院人文科学研究科教育学専攻
富士見市役所
北海道大学 大学院理学院修士(博士前期)課
程 　宇宙理学専攻


