
 

令和元年度 第 51 回 松山中学・松山東高同窓会東海支部総会 

令和元年 6月 9日［日］11:00 受付、11：30 ～ 14:00 

ローズコートホテル 3F アプローズ東   （敬称略：年は卒業年次） 

【総会次第】      司会  堤 こずゑ （H06 年) 

1.開会の言葉    副支部長 光田 威彦 （S37 年） 

2.物故者への黙祷（30 秒）  副支部長 渡邊 俊雄 （S49 年) 

3.校歌斉唱  松山東高校 校歌（1,2 番） 

4.東海支部長挨拶 東海支部長 久村 淨  （S41 年） 

5.議事 

 【一号議案】平成 30 年度事業報告 総務幹事 白方 憲治 （S54 年) 

 【二号議案】平成 30 年度会計報告 会計幹事 松友 誠  （H20 年) 

       平成 30 年度会計監査報告 会計監事 榊原 由紀子（S55 年) 

【三号議案】令和元年度事業計画案 総務幹事 白方 憲治 （S54 年) 

 【四号議案】令和元年度会計予算案 会計幹事 松友 誠  （H20 年) 

 【五号議案】役員改選・附則一部改定 総務幹事 白方 憲治 （S54 年) 

6.来賓紹介 

 来賓 同窓会 会長    村田 裕司 （S51 年） 

  松山東高 校長    村上 敏之 

  関東支部 支部長   緒方 郁夫 （S52 年） 

  近畿支部 支部長   山城 哲弥 （S52 年） 

  中部愛媛県人会 青年部代表  高田 英徳 

7.来賓祝辞 同窓会 会長   村田 裕司 （S51 年） 

  松山東高 51 代 校長   村上 敏之 

8.閉会の言葉  副支部長 正岡 義彦 （S47 年) 

【懇親会次第】       司会  川端 哲司  (S47 年) 

1.開会の言葉  副支部長 正岡 義彦 （S47 年) 

2.来賓祝辞 関東支部 支部長  緒方 郁夫 （S52 年） 

  近畿支部 支部長  山城 哲弥 （S52 年） 

  中部愛媛県人会 青年部代表 高田 英徳 

3.乾杯   顧問 三橋 和彦 （S32 年） 

4.歓談 

5.席替え ※本年は、卒年別から居住地別に席替えして交流を深めます。 

 

6.愛媛県 PR  愛媛県営業本部 名古屋営業課長 伊藤 淳 

7.女子会活動紹介 幹事 佐々木 智江（S54 年） 

8.ゴルフ部紹介  副支部長 本田 秀昭 （S51 年) 

 

9.福引き 

※全員当選予定でして、当選の際にはショートスピーチ（約 30 秒）をお願いします。 

内容は自己紹介・ＰＲでも、近況報告でも何でもＯＫですので予めご準備ください。 

10.エール   副支部長 桝田 昌明 （S51 年) 

11.記念撮影   出席者全員 
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[一号議案] 

＜平成 30 年度事業報告＞ 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

No. 日付 行事 場所 出席者 備考 

1 H30 年 04 月 21 日（土） 役員会 金山：ｻｳﾞｧｻｳﾞｧ ７名 総会準備 

2 H30 年 05 月 06 日（日） ｺﾞﾙﾌ部会ｺﾝﾍﾟ 中部国際 GC 11 名 春のｺﾝﾍﾟ(3 組) 

3 H30 年 05 月 26 日（土） 本部同窓会 ひめぎんﾎｰﾙ  久村支部長出席 

4 H30 年 06 月 10 日（日） 東海支部総会 ﾛｰｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ 60 名 落語独演会(桂三幸) 

5 H30 年 06 月 15 日（金） 第 7 回女子会 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ矢田 4 名 ﾋﾞｰｽﾞのｱｸｾｻﾘｰ作り 

6 H30 年 06 月 24 日（日） 関東支部総会 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷  渡邊副支部長出席  

7 H30 年 07 月 06 日（金） 近畿支部総会 大阪第一ﾎﾃﾙ  悪天候で欠席   

8 H30 年 09 月 23 日（日） ｺﾞﾙﾌ部会ｺﾝﾍﾟ 東濃 CC 7 名 秋のｺﾝﾍﾟ(2 組) 

9 H30 年 10 月 13 日（土） 中国支部総会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島   欠席   

10 H30 年 11 月 15 日（土） 第 8 回女子会 蒲郡ｵﾚﾝｼﾞﾊﾟｰｸ他 5 名 いいじゃん蒲郡 

11 H30 年 11 月 25 日（日） 東海支部便り発信   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

12 H31 年 01 月 27 日（日） 役員会 金山：四川菜園 10 名 新年会・総会準備 

[二号議案] 

＜平成 30 年度会計報告書＞ 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

収入の部   支出の部   

項目 金額 項目 金額 

前年度繰越金 341,904 本部支部総会祝金 30,000 

本部交付金 50,000     〃   交通費補助 15,000 

年会費（９８名分） 68,600 H30 総会案内通信費（H29 計上） 0 

総会会費 286,000 備品費 11,538 

来賓祝金 40,000 総会会場費 340,659 

寄付 7,400 土産代 5,400 

利息 2 県人会広告費 20,000 

    出演料・交通費 30,000 

    次期繰越金 341,309 

合計 793,906 合計 793,906 

 

令和元年 5月 26 日（日）、上記の会計報告を基に厳正に監査致しましたところ、 

正確に会計処理されていることを認め、ここにご報告致します。 

 

                令和元年 5月 26 日 

                    会計監事  榊原 由紀子 ㊞  
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[三号議案] 

＜令和元年度事業計画案＞ 平成 31 年 4 月 1 日～令和 02 年 3 月 31 日 

No. 日付 行事 場所 出席者 備考 

1 H31 年 04 月 07 日（日） 第 9 回女子会 根尾谷淡墨ｻﾞｸﾗ 5 名 お花見 at 淡墨桜 

2 H31 年 04 月 14 日（日） 役員会 金山：ｻｳﾞｧｻｳﾞｧ 8 名 総会準備 

3 R01 年 05 月 26 日（日） 役員会 金山：ｻｳﾞｧｻｳﾞｧ 9 名 総会準備 

4 R01 年 05 月 29 日（水） 本部同窓会 
ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 
ﾎﾃﾙ松山 

 久村支部長出席 

5 R01 年 06 月 09 日（日） 東海支部総会 ﾛｰｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ 45 名  

6 R01 年 06 月 23 日（日） 関東支部総会 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷  久村支部長出席予定  

7 R01 年 07 月 07 日（日） 近畿支部総会 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｸﾗﾌﾞ大阪  久村支部長出席予定  

8 R01 年 07 月 13 日（土） 役員会 未定  総会反省会 

9 R01 年 08 月 31 日（土） 東海支部便り発信   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

10 R01 年 09 月 14 日（土） 中国支部総会 ｷｯﾁﾈｯﾃ   出席者未定   

11 R01 年 12 月 07 日（土） 役員会 未定  年内総括・忘年会 

12 R02 年 03 月 01 日（日） 役員会 未定  総会準備 

13 R02 年 03 月 15 日（日） 総会案内発信   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

※ 女子会は年数回、ｺﾞﾙﾌ部会秋のｺﾝﾍﾟは 9～10 月に行う予定です。 

 

[四号議案] 

 

＜令和元年度会計予算案＞ 平成 31 年 4 月 1 日～令和 02 年 3 月 31 日 

収入の部   支出の部   

項目 金額 項目 金額 

前年度繰越金 341,309 本部支部総会祝金 30,000 

本部交付金 50,000     〃   交通費補助 20,000 

年会費（１００名分） 70,000 R01 総会案内通信費 50,000 

総会会費 300,000 備品費 15,000 

来賓祝金 40,000 総会会場費 300,000 

寄付 0 土産代 10,000 

利息 0 県人会広告費 20,000 

    次期繰越金 356,309 

合計 801,309 合計 801,309 
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 [五号議案] 

＜役員改選＞ 
新役員は、東海支部会則 附則２参照。 

愛媛県立松山中学・松山東高校同窓会東海支部会則 

第 1条 本会は松山中学・松山東高校同窓会東海支部と称する。 
第 2条 本会は会員相互の親睦をはかり母校との関係を密接にし、 

その発展に寄与することを目的とする。 
第 3条 本会は次の会員で組織する。 

1 愛媛県立松山東高校(普通科)卒業生 
2 愛媛県立松山中学校および前身校卒業生 

第 4条 本会は愛媛県立松山東高校内におかれた同窓会本部の支部として， 
「東海地区在住の会員による東海支部」としての位置づけとする。 

第 5条 本会は目的を達成するため次の事業を行う。 
1 各種の会合を催す 
2 会員名簿及び会誌を随時発行する 
3 その他適当な事業 

第 6条 本会は毎年 1回総会を開催する。 
ただし、必要により臨時総会を開くこともある 

第 7条 総会においては会務を報告し、会則変更および本会の目的達成上 
必要な事項を審議する。 
総会における決議は出席者の過半数の賛成をもってする。 

第 8条 本会に次の役員を置く 
○支部長  1 名  ○副支部長 若干名  ○総務幹事 1 名 
○会計幹事 1 名  ○会計監事 1 名    ○幹事  若干名 
役員の任期は 3年とする。ただし再選はさまたげない 

第 9条 支部長は総会で会員の中より選挙で決める。 
その他の役員は支部長がこれを委嘱する。 

第 10 条 本会に功労のあった方で支部長が推薦し役員会で認めるときは 
顧問として委嘱する 

第 11 条 役員の任務はおおむね次のとおりとする 
(ア)支部長は会務を統括する。 
(イ)副支部長は支部長を補佐し諸般の会務をつかさどる 
(ウ)総務幹事は諸般の会務を補佐する 
(エ)会計幹事は会計および決算を担当する 
(オ)会計監事は会計を監査する 
(カ)幹事は会員を代表し会務に参与する 

第 12 条 本会の会計年度は 4月 1日から翌年 3 月 31 日までとする 
第 13 条 会費は次の通りとする。 

1. 会員は年会費として同窓会本部へ金 2,000 円を納入するものとする。 
特典として同窓会誌「明教」に氏名を記載し 新号を贈呈する。 
なお納入期限は原則として当年 9月末日までとする。 

2. 当年 4月からの新年度内にその大半が満年齢 80 歳を迎える年次の会員は 
当年及びそれ以降における前項の年会費を免除する。 

 
(平成 17 年 6 月 4日施行)   (平成 24 年 6 月 3日一部改定) 
(平成 25 年 6 月 9日一部改定：附則の追加) (平成 26 年 6 月 1日一部改定：役員交代等) 
(平成 27 年 6 月 7日一部改定：年会費改定・HP 追加・役員改選等) 
(平成 28 年 6 月 5日一部改定：役員改選・附則一部改定等) 
(平成 29 年 6 月 4日一部改定：役員改選) 
(平成 30 年 6 月 10 日一部改定：役員改選・附則３（支部所在地）改定) 
(令和 01 年 6 月 9 日一部改定：役員改選) 
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附則１ 東海支部とは、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県の東海４県に在住の同窓生を 

対象とする。尚、他県在住の同窓生であっても、希望あれば会員として認める。 

 

附則２ 東海支部役員は以下の通りとする。         

    支部長  久村 淨  （S41 卒） 

    副支部長 正岡 義彦 （S47 卒） 

         川端 哲司 （S47 卒） 

         渡邊 俊雄 （S49 卒） 

         本田 秀昭 （S51 卒） 

         桝田 昌明 （S51 卒） 

    総務幹事 白方 憲治 （S54 卒） 

    会計幹事 松友 誠  （H20 卒） 

    会計監事 榊原 由紀子（S55 卒） 

    幹事   松田 耕三 （S41 卒） 

         佐々木 智江（S54 卒） 

         堤 こずゑ （H06 卒） 

    顧問   三橋 和彦 （S32 卒）  

         光田 威彦 （S37 卒） 

 

附則３ 東海支部の所在地は渡邊副支部長の住所地とする。 

    〒459-8001 名古屋市緑区大高町伊賀殿 12-1 鳴海サンハイツ 613 

      TEL 080-4847-1040   メール： twpolicy@yahoo.co.jp 

 

附則４ 東海支部の代表メールアドレスとホームページ（HP）は以下の通りとする。 

    E-Mail   tokai.meikyo@gmail.com ,  

    Home Page  http://tokai-meikyo.wix.com/matsuyamahigashi/ 

なお、上記メールアドレスとホームページの管理は支部長の指示の下で 

総務幹事が行う。 

 

附則５ 年間計画 

     ４月  会計監査 

     ５月  役員会   

   （総会準備、会計報告。原則、総会２週間前の土曜日昼とする。） 

         同窓会本部総会（原則、 終土曜日） 

     ６月  東海支部総会 （原則、第１日曜日昼とする。） 

関東支部総会 

     ７月  関西支部総会 

役員会    （原則、第２土曜日夜とする。総会の反省会） 

     ９月  東海支部便り発行 

    １２月  役員会    （原則、第１土曜日夜とする。） 

     ３月  役員会    （原則、第１日曜日昼とする。） 
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[五号議案] 

 役員改選 



 

松山中学・松山東髙同窓会東海支部 令和元年度総会出席者名簿 

No 氏名 卒年 住居地 卓 備考 No 氏名 卒年 住居地 卓 備考 

1 村田 裕司 S51   A/A  同窓会長 27 正岡 純子 S51 緑区 C/C 旧姓：上西 

2 村上 敏之     A/A  
東高校長 

（51 代校長） 
28 德丸 宗利 S51 緑区 C/C  

3 緒方 郁夫 S52   A/A  関東支部長 29 本田 秀昭 S51 瑞穂区 C/D 副支部長 

4 山城 哲弥 S42   A/A  近畿支部長 30 桝田 昌明 S51 瑞穂区 C/D 副支部長 

5 高田 英徳    A/A  
中部愛媛県人会 

青年部代表 
31 白方 憲治 S54 千種区 E/E 総務幹事 

6 伊藤 淳     E/A 
愛媛県営業本部 

名古屋営業 
32 佐々木 智江 S54 小牧市 E/E 

幹事  

旧姓：竹田津 

7 三橋 和彦 S32 緑区 A/C 顧問 33 川上 幸恵 S54 半田市 E/B 旧姓：渡部 

8 山口 倝示 S32 日進市 A/E    34 榊原由紀子 S55 東区 E/D 
会計監事  

旧姓：小西 

9 山口 朝子   日進市 A/E  奥様 35 小林 智美 S57 蒲郡市 E/B 旧姓：郷田 

10 仲田 忠夫 S37 日進市 B/E    36 中村 知子 S57 一宮市 E/E 旧姓：ｻｷﾔﾏ 

11 光田 威彦 S37 高浜市 B/B  顧問 37 山口 真一 S62 緑区 D/C   

12 久村 淨 S41 知立市 A/A 支部長 38 山内 洋志 S62  D/A   

13 久村 スミ子 S41 知立市 B/A 旧姓：門屋 39 根上 由紀子 H02 藤枝市 D/B   

14 松田 耕三 S41 緑区 B/C  幹事 40 吉岡 邦彦 H06 北区 D/D   

15 村上 慎吾 S41 中区 B/D   41 堤 こずゑ H06 中区 D/D 
幹事  

旧姓：加藤 

16 新井 義雄 S42 大垣市 B/E   42 山田 修作 H07 名古屋市 D/D   

17 有田 美文 S45 南区 C/C   43 松友 誠 H20 守山区 D/D 会計幹事 

18 川端 哲司 S47 豊田市 B/B  副支部長 44 高岡 隼人 H22 東区 D/D  

19 近藤 隆彦 S47 岡崎市 B/B    45 井上 愛菜 H31 静岡市 D/B 新入生 

20 正岡 義彦 S47 緑区 B/C  副支部長 46 白石 一峰 S54 松山市 E/C  

21 北島 邦彦 S48 春日井市 C/E    47      

22 川端 恵子 S48 豊田市 C/B  旧姓：ﾅｶﾞﾔｽ 48      

23 鎌田 久美子 S48 春日井市 C/E 旧姓：ﾏﾂﾀﾞ 49      

24 八束 伸明 S48 豊橋市 C/B   50      

25 渡邊 俊雄 S49 緑区 E/C 副支部長 51      

26 渡邊 幸子   緑区 E/C  奥様 52      

注）備考欄の役員表記は令和元年度の役員名です。 

-6- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 松山中学・松山東高同窓会総会・懇親会（19/6/9） 物産販売リスト 

 

No, 品 名 価格 
販売

数 
No, 品 名 

価

格 

販売

数 

1 じゃこ天 3 枚入 550 40 12 一六タルト 680 10 

2 簀巻き 500 3 13 しょうゆ餅 5 個入 540 6 

3 うわじま（蒲鉾） 460 5 14 別子飴レトロ袋（5 個入） 100 10 

4 牛鬼ちくわ 330 3 15 手延五色そうめん 300g 370 3 

5 あげ巻 1,080 5 16 伊予柑そうめん 200g 340 3 

6 伊予のみそ 400 15 17 みきゃん マスコットストラップ 750 2 

7 ベビーポエム 6 個入 480 5 18 みきゃん ストラップ 540 2 

8 ベビーポエム瀬戸内レモン 6 個入 600 10 19 みきゃん ジャガードハンカチ 480 2 

9 坊っちゃんだんご 5 本入 590 5 20 ダークみきゃん キーホルダー 480 2 

10 ちゅうちゅうゼリー 350 12 21 ダークみきゃん ビーズストラップ 480 2 

11 みかんもち 320 3 22    

  合 計   106   合 計   42 
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席次表 令和元年度 第51回 松山中学・松山東高校同窓会 東海支部総会・懇親会

令和元年6月9日（日） 11:00受付 11:30～14:00 ﾛｰｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ３F ｱﾌﾟﾛｰｽﾞ東


