
2019/4/24
学習院水桜会　平成31年度総会　資料議事録

・日時 平成31年4月14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 渡邉（正），渡辺（勝），加藤，内田（暖），正野，石川（由），関根，石川（正），草地，大貫，

汐見，永尾，矢島，小池，井上，柏木，渡邉（マ），他
競泳部門:橋本、高橋、孟、傳田、藤林、＊浅倉、＊北山(記）

水球部門:吉田、細越、牧志、高橋、滝上、＊佐藤、＊関口

＊は水桜会マネージャー

・議案
第一号議案 平成30年度収支決算報告

(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年度実績 増減

前期繰越金 1,058,529 902,195 -156,334
年会費 1,341,158 1,465,432 124,274
懇親会 84,000 69,000 -15,000
その他 13,311 23,011 9,700
合計 2,496,998 2,459,638 -37,360

支出の部
科目 平成29年度実績 平成30年度実績 増減

現役支援金 900,000 653,000 -247,000
懇親会 134,388 122,606 -11,782
運営費 96,842 11,036 -85,806
通信印刷費 224,833 224,199 -634
その他　部会助成金 118,740 36,177 -82,563
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 902,195 972,620 70,425
合計 2,496,998 2,459,638 -37,360

※参考
財産目録（現金、預貯金） (平成31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 972,620 70,425
定期預金 みずほ銀行九段支店 1,420,000 420,000
合計 2,392,620 490,425

・年会費収益は昨年度比微増。237人から受領（例年同等）。
　名簿登録数を母数にすると会費納入率は水球33％（87/263人）、競泳45％（117/260人）
　男子部・女子部は11％（33/290人）。
・理事会を校内開催を徹底できたことにより、運営費減。
・部会助成金は、各部会5万円の計15万円で予算化も、差し入れで4万円の使用に留まる。
　31年度からは各部会からの予算申請に基づき予算措置。
・定期預金は20万円に加え、将来の大学プール建設時の寄付金原資とする方向で、
　80周年で受領した寄付22万円も定期へ移動。　※予算申請通り

⇒ 年会費10万円増加

定期預金を寄付22万円分増加(大学プール建設時の寄付金原資とするため)

現役支援金が減少している→水球は独自で寄付金を集めている

  　　コーチへの支援金を増やしていく



第二号議案 平成31年度収支予算案　　
(平成31年2月1日～平成32年1月31日)　　12ｶ月間
収入の部

科目 平成30年度実績 平成31年度予算 増減
前期繰越金 902,195 972,620 70,425
年会費 1,465,432 1,500,000 34,568
懇親会 69,000 80,000 11,000
その他 23,011 0 -23,011
合計 2,459,638 2,552,620 92,982

支出の部
科目 平成30年度実績 平成31年度予算 増減

現役支援金 653,000 900,000 247,000
懇親会 122,606 150,000 27,394
運営費 11,036 50,000 38,964
通信印刷費 224,199 300,000 75,801
その他　部会助成金 36,177 110,000 73,823
定期預金 420,000 200,000 -220,000
サポーターズクラブ 20,000 20,000 0
次期繰越金 972,620 822,620 -150,000
合計 2,459,638 2,552,620 92,982

・年会費は、10年間の目標および目標達成に向けた具体策は今後各部会にて検討。
　現時点では会員増による微増分のみ予算に組み込み。
・コーチ支援補填強化のため、現役支援金予算増。
・部会費は各部会からの予算申請に基づき計上。女子部部会は附属戦50回記念大会への
　サポートで5万円を予算化。大学部会、男子部部会は差し入れ用に3万円を予算措置。
・定期預金は27年度までと同様20万円とする。
・サポーターズクラブは3年目の支払い。2万円×5年（29年度～33年度）。

⇒ コーチへの支援を強化するため、現役支援金を増額。

部会費も各部会からの予算申請に基づき計上。

現役支援金については、監督から予算を会計に申請し理事から承認を得る流れ。

現役側もしっかりとした会計報告を行うこと。

第三号議案 理事、役員人事
(1) 作山正宏氏（S44大）は理事退任。
　  副会長、会計、事務局長、その他理事は留任。
(２) 茂木良成氏（H24大）理事就任。
※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 永尾　嘉紹　  　H01大
理事・副会長　　 正野  敬子  　　S50大 理事 山本　玲子　    H01大
理事・副会長　　 草地  直樹　　　S59大 理事 内田　圭子   　 H05大
理事・会計 小池　純子　  　H12大 理事 須田　啓介 　   H07大
理事・会計監査  　 関根　玲子      S53大 理事 山中  健司 　   H07大
理事・会計監査  　 福岡　大祐    　H24大 理事 矢島  嗣朗   　 H07大
理事・事務局長 渡邉  マリ　     S48高 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 茂木　良成 　　 H24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 井上　瑛　　　   H27大
理事 清水　学　　　　 S61大 理事 柏木　良太　　　H27大
理事 汐見　真樹子   S63大 理事 瀧田　哲也 　   H27大
理事 高塚　純子    　S63大 理事 野田  夏希  　  H28大

⇒ 作山氏(S44大)は理事退任，茂木氏(H24大)が理事就任，その他理事については留任。



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　会費額の変更
②　慶弔内規
③　作山氏理事退任により、事務局を会計担当小池氏自宅とする。
上記①，②を会則＜付則＞に追記する。

⇒ 慶弔内規　歴代会長は水桜会として生花→再検討

第五号議案 その他

⇒ 年会費の問題について→一律1万円にすべきか否か

そもそも徴収率をあげるべき→現役の間でも水桜会を周知させ、入会数を増やしていく。

年会費については理事会で再度検討

※連絡事項
1 水桜会　活動予定

4月14日(日)　 総会（学習院大学西1号館213教室）
8月25日(日)予定 五部対抗(大学プール)

2 現役情報 学年は、4月時点
(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 吉田　東基生　   　4年 副将 細越　賢　　　　　   4年
副将 山下優史　　　　  　2年 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ長
主務 滝上　唯　　　　   　4年 副務
会計 高橋あかね　　　 　4年
水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐藤　友理奈　      3年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 関口　莉奈　         2年

(2)競泳ﾁｰﾑ
総監督 監督 青木　弘興(S51高）
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　　（H27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） 橋本　和樹 　　4年 主将（女子） 髙橋　美樹　　　4年
副将（男子） 千葉　一樹　　　4年 主務 孟　心月　　　　 4年
副務 会計 傳田 友希奈　　3年
水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 北山　夏凪　　　3年 水桜会ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 浅倉　しいな      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 稲村 颯人　　　4年 書記
委員 牧志治樹　　   3年

(4)男子部、女子部
2019/6/1（土） 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33年大学 樋渡　芳之 2018.6.4
昭和42年大学 渡邉　正昭 2019.2.21
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

水球部門
名前 学部学科 2019年卒業生の就職先
村越浩平 文学部日本語文学科
瀬尾隆太 法学部法学科
松澤建人 経済学部経営学科
小高隼人 経済学部経済学科
生方椋介 法学部法学科
山根稔立 経済学部経済学科
坂本政英 文学部日本語文学科
塩嶋夏樹 法学部法学科
金澤珠生 文学部日本語文学科
茂木亜香里 文学部日本語文学科
平野早帆 文学部英語英米文化学科
村山友紀 文学部ドイツ語圏文化学科

競泳部門
名前 学部学科 2019年卒業生の就職先
西山 麟太郎 文学部心理学科
小平 剛徳 法学部政治学科
阿部 真弓 経済学部経営学科
小林 祐菜 文学部英語英米文化学科
薦田 静 文学部教育学科
谷本 一真 理学部数学科
友部 大樹 法学部政治学科
野村 拓君 経済学部経済学科
長谷 雪那 経済学部経営学科
望月 舜史 文学部史学科 三菱電機特機システム株式会社

以上

羽田空港サービス株式会社
大江橋法律事務所

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社ヤクルト本社
株式会社帝国ホテル
株式会社JALスカイ
株式会社リビングライフ

フリーランス
積水ハウス株式会社
三谷商事株式会社
ライオン株式会社
警視庁

日東電工株式会社
三菱UFJ銀行

全国労働者共済生活協同組合連合会

学習院大学大学院人文科学研究科臨床心
武蔵野銀行
三菱UFJ銀行
日本ユニシス株式会社
学習院初等科教諭
東芝デジタルソリューション


