
 

くすのき会 

平成 26年度 総会 

日時：平成 26年 7月 12日(土) 14:00～ 

場所：兵庫県立大学 書写キャンパス内 

書写紀念会館 

 

くすのき会 
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次  第 

 

1. 開会のあいさつ    ・・・・・松新 

2. 表彰      ・・・・・会長 

3. 議長および書記 選出   ・・・・・司会 

4. 会員名簿および出席会員数確認  ・・・・・議長 

   出席者数   書面表決者数 

5. 議事      ・・・・・議長 

 第一号議案   役員改選の件 

 第二号議案   平成 25年度活動報告承認の件 

 第三号議案   会計報告承認の件 

 第四号議案   予算計画および事業計画承認の件 

6. アンケート     ・・・・・司会 

7. 閉会のあいさつ    ・・・・・浅原 

（引き続き、20:30より懇親会をおこないます。） 
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会員名簿 

(2014年 7月 9日 現在) 

1 18601 川井　敏弘 欠
2 18701 尾田　正樹 欠
3 18702 柴原　庸介
4 18703 稲田　達也
5 18704 井上　智明 欠
6 19001 星加　昌則 欠
7 19401 三宅　智久
8 19501 前川　賢一 出席
9 19601 高見　敏紀

10 19701 江越　弘朗
11 19801 大西　紀行 出席
12 19802 荻野　康介
13 19803 鐵　浩和 欠
14 19804 前田　昭博 欠
15 20001 辰田　祐一 欠
16 20002 河村　浩司 欠
17 20003 茂木　沙千代 欠
18 20004 高橋　利明
19 20301 矢半田　頌子 出席
20 ◎監　　事 20302 小林　憲令 欠
21 20401 平野　典男 出席
22 20402 岩井　洋次 出席
23 20403 米田　悦朗
24 ◎事務局員兼会長 20501 岡田　昌之 出席
25 ◎事務局員 20601 田口　竜也 出席
26 20602 岩崎　良太 欠
27 20603 中島　洋平 欠
28 20701 中村　海妃 欠
29 20702 今井　祐輔 欠
30 20703 溝口　陽介 欠
31 20704 田和　尚泰 欠
32 スタッフ 20705 中井　晃 出席
33 ◎事務局員 20801 金子　勇作 欠
34 ◎事務局員 20802 清水　駿也 欠
35 20803 長谷川　綾 欠
36 20804 桶屋　仁志 出席
37 スタッフ 20805 土屋　優 出席
38 20806 梶村　尚伍 欠
39 20807 朝井　隆裕 欠
40 スタッフ 20808 松新　聡 出席
41 20809 景山　枝保
42 20810 中嶋　友美
45 役員候補 20901 浅田　晶史 出席
43 20902 大串　華子 欠
44 スタッフ 20903 山下　まりあ 出席
46 役員候補 21001 浅原　正伊 出席
47 スタッフ 21002 野上　誠人 出席

◎平成24年度から就任

役　　職 会員No. 氏　　名 出欠
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議長および書記の選出 

 

 くすのき会会則第三章、第八条、出席者から過半数の承認を得た者を議長及び書記とする。 

 

議長および書記の記入欄 

議  長  

書  記  

 

 議長は議事進行を担当する。また総会の議決において、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

 書記は、総会での発言などを記録し、議事録を作成する。 
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第一号議案 

役 員 改 選 

 

平成 26年 3月、役員は任期満了した。前役員は、下記の者を役員候補として推薦し

た。 

前役員の推薦した役員候補 

会長  

事務局員 浅田 晶史 

事務局員（会計） 浅原 正伊 

監事 岡田 昌之 

 

新役員 

会長  

事務局員  

事務局員  

事務局員（会計）  

監事  

上記の者は、任期二年を全うし、くすのき会の運営を行うこととする。 

 

 《各役員の紹介》 

   【会長】 

    ・会長は会を代表して、会を統括する。 

   【事務局員】 

    ・総会、忘年会及び、親睦会の開催及び企画 

    ・各会員への諸連絡 

    ・会計名簿の保管及び、管理 

    ・会報の発行 

    ・くすのき会発展のための企画の立案及び実施 

   【会計】 

    ・くすのき会予算の執行 

    ・くすのき会の会費の集金及び管理 

    ・１年間の会計報告 

   【監事】 

    ・会長・事務局員・会計の職務執行を年に一度監査を行う。 
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第二号議案 

平成 25年度活動報告 
 

 OB・OGの皆様には、本会の活動を支えていただき厚く御礼申し上げます。 

 

1 くすのき会とは 

 ・現役と OBの交流のかけ橋 

 ・現役への金銭的支援、技術的支援 

 ・OB同士の交流 

 

2 昨年度の目標 

 ・会報発行（年 2回） 

 ・現役部員への寄付に関する制度づくり 

 ・兵庫県立大学卓球部神戸支部の卒業生へのアプローチ 

 ・役員が交代するときの引き継ぎ 

 ・会員の皆様に興味をもっていただける活動 

 

3 活動実績 

 下表の示す活動計画に基づいて平成 25年度の活動を実施しました。また、打ち合わせや

今後の方針について話し合う役員会をおよそ月 1回のペースで行いました。 

 

活動計画 

4
月 

5
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12
月 

1
月 

2
月 

3
月 

  

総
会 

 

会
報
発
行 

 

会
報
発
行 

 

忘
年
会 

  

寄
付 
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3-1 ダイジェスト 

＜平成２５年＞ 

4/14  役員会； 事業計画、総会計画 

4/23  役員会； 事業計画、総会計画 

4/27  役員ブログ更新 

5/5  役員会； 総会計画（当日の動き、意見交換テーマ、準備）  

5/12  役員ブログ更新 

6/16  役員会； 総会の反省、HP管理、会員名簿 

6/9  総会 

  パンフレット配布 

6/22  役員ブログ更新 

7/7  役員会； 総会の反省２、会報作成開始 

7/11  役員ブログ更新 

8/11  役員会；忘年会について、会報作成、新ロゴ 

8/30  役員ブログ更新 

8/31  役員会；忘年会計画開始、会報レビュー 

9/23  役員会；会報作成開始、忘年会計画 

10/20  役員会；会報作成、忘年会計画（プロジェクト始動） 

11/17  役員会；忘年会計画（お店の絞り込み、企画、当日の流れ） 

12/15  役員会；忘年会計画（台本、当日の流れ）、次期役員人事、寄付制度 

12/30  豚汁会 

  忘年会；現役部員と共同開催 

12/31  役員会；忘年会の反省（雰囲気、会場、会計、準備） 

＜平成２６年＞ 

1/12  役員会；寄付について、人事制度、来期に向けて 

2/23  役員会；寄付について、事業計画、会計について、会員の勧誘 
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3-2 活動内容 

3-2-1 会報発行 

 平成 25年度は 2回（8月、10月）に発行いたしました。 

 ＜内容＞ 

・ 平成 25年度総会 

・ 《新入生》汚!?部屋紹介 

・ ウマイ!卓球部の鉄板 

・ 社会人の 1日 

・ あの人はいま 

・ 事務局だより 

 

 

 

 

 

 

 

＜ここがイチオシ！＞ 

４回生の浅原くんに頼んだ新入生紹介ページが秀逸。下宿生のお宅拝見という斬新な切り

口で面白く紹介してくれました。矢半田様を訪ねて和歌山へ弾丸トラベル。現役時代の面白

エピソードだけでなく、地元スポットの情報まで盛り込まれていました。 

 高見様と矢半田様にインタビュー等でご協力いただきました。 

 

＜内容＞ 

・ 秋季リーグ戦 2013 

・ 第 4回姫工オープン 

・ 全日本クラブ選手権 

・ 社会人の 1日 

・ あの人はいま 

・ 事務局だより 

 

 

 

 

 

 

第５号（８月発行） 

第６号（１０月発行） 
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＜ここがイチオシ！＞ 

 まず目に入る 1 面を工夫しました。写真の配置や見出し文字の効果など印象に残るレイ

アウトにしました。また、OB・OG の卓球活動にスポットを当てるという今までにないタ

イプの記事を採用しました。 

 

 昨年度は会報づくりに慣れてきて内容が充実しました。これを読むことで、あまり顔見知

りでない OB・OGや現役部員について親しみをもっていただき、また、くすのき会または

卓球部に興味をもっていただけたらと幸いです。 

 

 

3-2-2 パンフレット作成 

 入会のご案内をするときに、くすのき会の活動および理念をより理解してもらいやすい

よう、エッセンスをパンフレットにまとめました。 

 中身は写真を多くして、楽しそうな雰囲気が伝わるように工夫しました。 

 

 

▲パンフレット 表紙および裏表紙 

 

 

3-2-3 名簿 

 入会登録票に合わせてフォーマットのリニューアルと更新作業。 
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3-2-4 総会 

 6月 9日に兵庫県立大学書写キャンパスの書写紀念会館にて行われました。 

 会員総数 40名、参加者が 11名、委任状提出者が 13名でした。 

 

 

 ＜次第＞ 

1. 開会のあいさつ 

2. 議長および書記の選出 

3. 平成 24年度活動報告 

 ・特に会報について 

4. 会計報告 

5. 意見交換の場 

6. 閉会のあいさつ 

 

 

◇意見交換の場について 

 参加者で 3～4人のグループに分かれ、グループディスカッションを行った。以下の 3つ

のテーマについて議論した。 

（１） 会費の使い道 

（２） 現役への寄付の方法 

（３） 現役への寄付の時期 

 活発な意見交換の場となった。さまざまな意見を要約すると以下のようになります。 

・くすのき会から忘年会への現役生参加費の援助はなし。その分寄付に使用する。 

・寄付の内容は現役の要望を聞く。 

・寄付の内容に応じて寄付の時期は設定する。または、総会など OB・OGがいるところで

受け渡しをおこなう。 

 

その後、大学前のお好み焼き屋「百平」にて懇親会を開催 

 

▲ 総会後の記念写真 
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3-2-5 新ロゴ 

   

   ▲新ロゴ    ▲考案者（長谷川 綾さん） 

        ご協力(会報や運営面でも)に感謝!! 

◇考案者のコメント 

 OB・OG の皆様にくすのき会を身近に感じてもらい、卓球部を気軽に訪れてもらえても

らえる様、誰が見てもわかるようなロゴを心がけて作製しました。 

 このロゴは、大地、木、それから草あるいは風から成っています。大地から木が伸びてい

ることは、学生時代に打ち込んだ部活動が、少なからず、自分自身に影響をもたらしている

ことを表しています。 

 つぎに木を眺めてみます。枝葉が茂っている様子は、個人のご活躍を表現し、抱かれた３

つの果実は、やがて、大地へ還り新たな芽となるように、部活動を支援していこうという、

くすのき会の目的をイメージさせます。 

 

 

3-2-6 忘年会 

 平成 25年度の忘年会には OB・OGが 27名、現役が 25名の合計 52名が参加しました。

コンセプトは「新しい一面を知り、互いの距離を縮めよう！」でした。それを意識して OB・

OG と現役部員との距離が縮まり話のきっかけになるようなみんなで楽しめるイベントを

行いました。それは好評で、積極的に OB・OGと現役が交流できていたようでした。 

 また、会場はより大人数になっても大丈夫なところを選定しました。部屋に入ってみると

卓球台 1台がありフリータイムで卓球を楽しむ姿も見られました。 

 学生時代に忘年会の段取りまたは OB・OGへの声かけなどをすることは非常に良い経験

となるとのおもいから、今回は現役部員とプロジェクトチームをつくって役割分担して忘

年会を計画しました。おかげさまで大変盛り上がりました。この場にはいらっしゃいません

が感謝申し上げます。 
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3-2-7 寄付 

 平成 26 年 3 月、「多球練習セット」を姫路・神戸それぞれの支部へ贈呈しました。その

内容はトレーニングボール（神戸は 40doz、姫路は 80doz）、洗面器より少し大きいザル（3

個）、丈夫な球拾い網（アミーゴ：2本）、大きなピン球入れ（丈夫な衣装ケース：2個）で

す。 

 今回の寄付は現役部員の意見（野上さん）を取り入れました。また、今年度は消耗品で安

くあげて、来年度へ繰り越して高性能な卓球マシンを購入するのはどうかといった案が出

ました。 

 会費は寄付をメインに使用することになっていたが、想定していたよりも少額になりま

した。今後、どうすればより充実した寄付を実施できるかは課題に残りました。 

 

 

▲「多球セット」を使用している現役生 

 

3-2-8 その他 

・神戸支部卒業生の勧誘 （平成 18年度入学の方々、平成 20年度入学の方々） 

・マニュアル化 （会報作成に関すること、忘年会開催に関すること） 

 

4 総括 

 昨年度は、役員交代を意識した活動および会員の方への広報活動にも積極的に取り組み

ました。また、現役部員とのコラボレーションといった新しい試みを行いました。 
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第三号議案 

平成 25年度 会計報告 

１．平成 24年度 総決算 (H25.4.1～H26.3.31) 

項  目 金 額（円） 

収   入 306,477 

支   出 129,764 

残 金（次年度活動資金） 176,713 

 

２．内訳 

・収入の部 

項  目 金 額（円） 

前年度繰越金 171,477 

会費(27人分) 135,000 

合  計 306,477 

 

・支出の部 

項  目 予算額（円） 決算額（円） 

通信費 10,000 10,950 

雑費（文房具、封筒など） 40,000 40,388 *1 

イベント費 50,000  29,929  

寄付 70,000 48,497 *2 

合  計 170,000 129,764 

 

*1）雑費のうち 29,300円がパンフレットの印刷代に使用しました。 

*2）今年度は寄付として、姫路側、神戸側にそれぞれピン球+プラスチックケース+球拾い

用網を贈呈しました。 
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第四号議案 

平成 26年度 予算計画および事業計画 

平成 26年度 事業計画 

 行事 役員会の動き 

4 月   

5 月   

6 月  総会スタッフの募集 

7 月 総会  

8 月  会報づくり開始 

9 月  卒業生の勧誘、忘年会実行メンバー決定 

10 月 会報発行 忘年会のコンセプト決定 

11 月   

12 月 忘年会  

1 月  忘年会の会計報告 

2 月  名簿更新、会報づくり開始 

3 月  会計報告、一年間の反省 

 時期は決めていないが寄付を行う。 

 

平成 26年度 予算計画 

項  目 金額（円） 

通信費 10,000 

雑費（文房具、封筒など） 10,000 

イベント費 40,000 

寄付 100,000 

合  計 160,000 
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～参考資料～ 

議長および書記選出ルール案 

 会員の皆様には、日頃よりくすのき会の活動にご理解とご協力を賜りまして感謝申し上

げます。 

さて、事務局といたしましては、より多くの会員の方々に本会の運営に参加していただく

ことを考えております。とは言え、役員として参加することは仕事などで難しいこともある

かと思います。 

そこで、年に一度の総会は、会員の方々に議長および書記の役割を担ってもらい、総会の

運営に参加されることをご提案いたします。その場合、これらの担当は、毎年あるルールに

則って順々に回っていくことになります。 

しかし、事前の準備もなしに、議長や書記は難しいとのご意見もあるかと思います。事務

局といたしましては、(1)候補者には総会の 1週間前までに連絡を行う、(2)議事進行用に台

本を用意する、(3)役員も記録し議事録の補完を行う、といった対応を考えております。 

つぎに選出ルールを 1～4のように提案します。 

会員の皆様はどうお考えでしょうか。ご意見やご質問をお聞かせください。 

 

 

選出ルール案 

１． 総会の議長は、その総会の参加者のうち、会員番号が前年度の議長の次の者とする。

ただし、2に定める者を除く。 

書記も同様に選出する。 

２． 次にあげる者は、候補者選出の対象外とする。 

A． 現役員。または、総会が役員改選の年である場合は、前役員および新役員候補。 

B． 総会に初参加の者。 

３． 議長候補者と書記候補者が被った場合、その者は議長候補者とする。書記候補者は、

議長候補者より十分に会員番号が離れた者を会長が指名する。 

４． 事務局は、総会の開催日より一週間前までに、議長および書記の候補者に連絡する。 
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MEMO 

 


