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平成２９年度 東洋大学校友会 静岡県支部総会次第

日時 平成２９年７月９日（日）11:00～15:00

場所 クーポール 静岡市葵区紺屋町２－２

Ⅰ．通常総会（１１：００～１２：００）

１．開会の辞

２．会員物故者に対する黙祷

３．支部長挨拶

４．来賓祝辞（校友会本部・甫水会）

５．議長選出

６．議事

第１号議案 平成２８年度事業報告の件

第２号議案 平成２８年度収支決算報告、同監査報告の件

第３号議案 平成２９年度事業計画案の件

第４号議案 平成２９年度収支予算案の件

第５号議案 東洋レディースｉｎ静岡の活動報告

７．閉会の辞

Ⅱ．講演（１２：００～１２：４５）

『プロ野球名選手に学ぶ』

フリーアナウンサー 渡辺弥生氏（昭和６０年法律卒）

（旧姓 渡辺弥生→現在 斎藤弥生）

Ⅲ．記念撮影

Ⅳ．支部会員等懇親会（１３：００～１５：００）

開会挨拶・乾杯

ビンゴゲーム

大学歌斉唱

閉会挨拶



東洋大学校友会静岡県支部平成28年度事業報告
平成28年4月1日～平成29年3月31日

活動目標 ①会費納入者の拡大と支部活動の推進を図る。
②富士山女子駅伝や箱根駅伝応援を通して校友会への参加意識を高める。

名 称 月 日 場 所 内 容
1 県支部役員会 第1回 4月10日(日) 静岡市 ・支部総会準備

・駅伝の応援等
・次年度の役員選出

2 支部長会 5月21日(土) 白山 ・平成27年度事業報告
校友大会 5月22日(日) ・平成27年度収支報告・監査報告

・平成28年度事業計画
・平成28年度収支予算
・校友会会長及び副会長選挙

3 県支部役員会 第2回 5月29日(日) 静岡市 ・支部総会準備
・駅伝の応援等
・次年度の役員選出

4 東海ブロック会議 6月11日（土）鳥羽市 ・東海ブロックの事業について

5 支部総会 7月3日(日) 熱海市 ・平成27年度事業報告
・平成27年度収支報告・監査報告
・平成28年度事業計画
・平成28年度収支予算
参加者33名

6 甫水会支部総会 6月25日(土) 静岡市 ・平成28年度総会
・個別面談

7 レディース
女性連絡会 5月22日(日) 白山 ・総会
東洋レディースin 静岡 11月13日(日) 浜松市 ・集い 参加者6名
レディース通信 2月10日発行 ・レディース通信第15号

8 県支部役員会 第3回 11月27日(日) 静岡市 ・駅伝の応援
・支部総会準備

9 甫水会就職説明会 12月10日(土) 静岡市 ・大学主催の就職説明会

10 富士山女子駅伝 12月30日(金) 富士市 ・応援参加者 約50名

11 箱根駅伝 1月2日(月) 箱根湯本 ・応援参加者 約10名
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東洋大学校友会静岡県支部平成29年度事業計画
平成29年4月1日～平成30年3月31日

活動目標 ①会費納入者の拡大と支部活動の推進を図る。
②富士山女子駅伝や箱根駅伝応援を通して校友会への参加意識を高める。

名 称 月 日 場 所 内 容
1 県支部役員会 第1回 4月23日(日) 静岡市 ・次年度計画

・支部総会準備
2 支部長会 5月20日(土) 白山 ・平成27年度事業報告
校友大会 5月21日(日) ・平成27年度収支報告・監査報告

・平成28年度事業計画
・平成28年度収支予算
・校友会会長及び副会長選挙

3 東海ブロック会議 6月頃 ・活動報告、駅伝応援、情報交換

4 支部総会 7月9日(日) 静岡市 ・平成28年度事業報告
・平成28年度収支報告・監査報告
・平成29年度事業計画
・平成29年度収支予算

5 甫水会支部総会 6月頃 静岡市 ・平成29年度総会
6 レディース

女性連絡会 5月21日(日) 白山 ・総会
東洋レディースin 静岡 9月～11月 浜松市 ・集い
レディース通信 2月頃 ・レディース通信

7 県支部役員会 第2回 11月頃 静岡市 ・駅伝の応援
・支部総会準備

8 甫水会就職説明会 12月頃 静岡市 ・大学主催の就職説明会

9 富士山女子駅伝 12月30日(土) 富士市 ・応援

10 箱根駅伝 1月2日(火) 箱根湯本 ・応援
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平成28年度 東洋レディース h静岡
自:平成28年 4月 1日 ～平成29年 3月 31日

上記の通りご報告いたします。

平成29年3月 31日

東洋レディース h静岡 代表 落合 雅子

平成28年度 東洋レディース h静岡収支報告書
自:平成28年 4月 1日 ～平成29年 3月 31日

【会計報告】   単位 :円

上記の通りご報告いたします。

平成29年3月 31日

東洋レディース h静岡 代表 落合 雅子

「レディースの集い」負担金

平成29年度 東洋レディース h静岡

上記の通りご報告いたします。

平成29年3月 31日

東洋レディース h静岡 代表 落合 雅子



単位：円
東部地区 中部地区 西部地区 3地区計 県支部 レディース 総合計

年度 187,009 481,853 75,138 744,000 614,174 40,493 1,398,667
422,958 159,004 36,500 618,462 656,704 58,772 1,333,938
456,294 194,543 19,492 670,329 664,701 50,202 1,385,232
153,673 446,314 92,146 692,133 606,177 49,063 1,347,373

3地区・県支部・レディース残高推移

前年度繰越金

H 28
収入
支出

次期繰越金
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役職名 代議員 氏名 卒年 学部 学科

支部長 ○ 笛木 謙次 Ｓ４７ 文 国文

副支部長 ○ 土屋 武圭 Ｓ４０ 経済 経済

〃 ○ 大滝 修 Ｓ４６ 経済 経済

〃 ○ 白井 宏樹 Ｓ４２ 経済 商

幹事長 ○ 小澤 誠 Ｓ６０ 経済 経済

副幹事長 山崎 好信 Ｓ４３ 法 法律

〃 望月 泰孝 Ｓ６２ 経営 商

〃 田地川 政樹 Ｓ６０ 経営 商

監事 城内 努 Ｓ５３ 法 法律

〃 砂田 学 Ｓ４４ 工 機械

〃 鈴木 俊充 Ｓ５９ 経営 商

レディース代表 落合 雅子 Ｓ５５ 短期 日文

顧問 長崎 育也 Ｓ４５ 経営 商

東洋大学校友会静岡県支部役員

平成２９年４月１日現在

ホームページ http://www.toyo-shizuoka.net/

又は “東洋大学 静岡県支部”で検索
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講演『プロ野球名選手に学ぶ』

講師プロフィール

渡辺 弥生

昭和６０年東洋大学 法学部法律学科卒業

ラジオの文化放送で１年、ＮＨＫ静岡放送局で１０年、アナウンサーの仕事

に携わりました。

文化放送では、プロ野球中継のリポーターや、プロ野球西武ライオンズの情

報番組を担当。ＮＨＫ静岡放送局では、ニュース、情報番組、防災番組、Ｊリ

ーグ情報番組などでキャスターやリポーターを務めました。

フリーとなってからは、プロ野球マスターズリーグ、ＯＢオールスター、宝

くじドリームベースボールなどでプロ野球ＯＢと全国にでかけるほか、サッカ

ーＪリーグ元日本代表の皆さんとも全国各地でイベントを行っています。

２０１５年より「プロ野球名選手から学んだこと」を皆さんにお伝えする講

演活動を始めています。本日の演題は「プロ野球名選手に学ぶ」です。




