
石川ときわまつ会・平成 30年度通常総会

月日 :平成 30年 10月 27澤 (土)17時 より

場所 :ホテル金沢 4階  藤 の間

|  (次  第)

1.開 会

東京農業大学校友会石メ:1県支部

2.物故会員紹介および黙 とう

3.会長あいさつ

4.来賓あいさつ 外国 剛 校友会副会長 (埼玉県支部長・ S37造 園卒 )

本FE5 和宏教授 (応用生物学科部長/栄養学科教授・S56栄 管卒 )

5.議長選出   安田 会長 (則第 6条により)

6.議 事

(第 1号議案)平成 29年度事業報告および会計報告の承認について

会計監査報告

(第 2号議案)平成 30年度事業計画および会計予算の承認について

(第 3号議案)役員改選について

(その他について)

7.閉 会

(記念写真) 17:50～ 18:00

(懇 親 会)18:00～ (4階 エメラル ドB)
1. 開会あいさつ 。乾杯       副会長

2. 参加者の自己紹介        参JJE者全員

3. 蒙古放浪・青山ほとり・学歌斉唱

4. 中締め・閉会あいさつ      副会長

5。  散会
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(第 1号議案)平成 29年度事業報告および会議決算の承認 について

(事業報告)

1.平成 29年 8月 19彗 (土)メ地域後継者推薦委員会」「支部役員会」

場所 :金沢市 (ホテル金沢)、 会長、推薦委員 5峯 (高井・上坂・粟森・本村 。本轟J会

長)、 幹事長出席

面接結果を踏まえ大学へ 2塞笙薦 【農学科 1名 ,翠星高校、北方圏農学科。翠星高校)、

役員会は支部総会日程等協議

2.平成 29年 9月 8日 (興 ):校友会会長・大学学長へ『地域後継者推薦入試の推薦」

『地域後経者推薦受験申請状況報告」

プロック内 (近難・東海・北睦の 13県)調整結果

世甕谷・厚本 15名 /26名 枠、生物産業学部 3名/13名枠

3.平成 29年 10月 29日 (日 )1『石りi:と きわまつ会・平成 29年度通常総会」、
「菜部役員会」

場所 :金沢市 (ホテル金沢)、 豊原秀和校友会常務理事、喜甕 聡教授

農大ナビD理 放映 16i00～ 16:50、 支部役員会 16100～、支部総会・喜田教授記

念講演 17100～、懇親会 18100～、総勢 52名 出席

平成 29年 11月 11日 (土)～ 12彗 (費 ):『東海 。近畿 嚢 L鐘プロック会議」

場所 :二重県伊勢市、本村副会長、谷幹事長窮席

支部活動の近況報告、支部活性化の具体鏑、校友会及び大学への要望・提案事項

平成 30年 2月 23日 (金):「全国支部長会議」

場所 :世 爾谷キャンパス アカデ ミアセンター横井講堂、安霧会長議席

支部ブロック会議結果報告、重点要望・提案事項の雪疑応答、籍経歌伝墓金の実施、

報告連絡事項

平成 30年 6月 1日 (金)1「平成 30年度校友会本部通常総会』

場所 :世 覆谷アカテ
゛
シセンター横井講堂

平成 29年度事業報告 。決算報告、30年度事業計画・収支予算、箱根駅伝へr/D道

oneコイン募金事業創設が承認された.

7.平成 30年 7月 15日 (爾 〕I「大学選抜種撲金霊大会』

場所 :金沢市 (葬辰彙権撲場 )、 会員 9理 が激雛応援、激励金支出

農大ほ団体予選 1勝 2数で決勝 トァナメン トに進めず、個人戦でも石ブ:1君は 4回戦東

洋大北り::君 (3位)に敗れた。

8.平成 30年 7月 22日 (澤 ):「教育後援会地方懇談会」

場所 :ニ ューグランドホテル、安覇会長、高井 。本村副会長、谷幹事長出席

4



1.

隆2
北陸 3県の父兄約 50名が参加.大学より小 ji:博教授ほか 4名 が参加 し、学生生活・

就職等の状況を説明

(その他報告事項 )

お悔やみ (前年総会以降の判明分)

(会員ご本人の逝去 )

平成 30年 6月  5日  向井隆志 さん (S55農)<30年 総会案内状にて>

平成 30年 8月 24日  網屋保治 さん (S46経 )

平成 30年 9月 20日  雄谷藤男さん (S36農 )

(役員親族の逝去)

平成 30年 10月 17露  本村 修 さん (S47農 )の ご母堂様

平成 30年 8月 18甕 (土)パ支部役員会」:金沢市 (ホテル金沢 )

推薦委員 5名 (高井 む上坂・粟森・本村・本副会長 )、 安国会長、幹事長出席

残念ながら平成 31年度の地域後継者推薦 |ま無 く、役員会のみとなつた。支部総会の

日程、今後の地域後継者推薦、役員改選等を協議

3. 平成 30年 10月 13費 (土):『第 95回籍根駅伝予選会」が立J::市・ 昭和記念公園

かれ、母校農大は昨 じ 16位に

平成 30年 10月 25日 (本):「役員選考委員会」:金沢市 (地場産)、 安田会長、高

井 。上坂・粟森 。本村副会長、幹事長出席

役員改選、会の活性化等について協議

2.

4.
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L県

役 職 氏  名 卒年 。学科 備 考

顧 聞 前由 高栄 S25葉「;豊

毛利 籍郎 S30林

盛諄 義弘 S32農

任爾 外志雄 S35工

数馬 毅 S35イヒ

減1根 又光 S39林

鹿野 頼宣 S40醸

″ 宮本 義典 S411江

中野 嬉代美 S42毎言う終

有り:i秀樹 S42工

荒井 直明 S47工

″ 前  松伸 S54院経修

第3号議案 ) 役員改選:=ついて 期間 :平成30年度～32年度

飽5
再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

新任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

新任

再任

再任

(事務局)

役 職 氏  名 卒年。学科 備考

会 長 安題 舜一部 S42農 本部 1号理事代議員

副会長 高井 治 S39畜 本部代議員 面接委員

″ 上坂 英善 S42経 本部代議員 繭接委員

柴野 大盾 S42イヒ

粟森 朋行 S45醸 面接委員

〃 木村 修 S47農 面接委員

″ 山本 成一郎 S48林

坂本 ちづる S48林

I′ 本  昌康 S50農 rm~接委員

〃 谷内口 孝治 S51院農修

″ 寺前 清一 S54:工

監 事 本多 宗勝 S42農

″ 荒本 弥二郎 S44fヒ

会長より指名 する

役 職 氏  名 卒年。学科 備 考

事務局長 谷  耕一 S47農 本部幹事長

事務局員 勝弾 正栄 S57経

″ 西村 寿久 S62経

〃 吉碧 諭 H3経
′ア ::本 幸進 H4経
〃 福井 早希子 H17林
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