
支部長 辻憲次郎 昭和50年　法学
部

牛久市

副支部長 小野幸一 昭和53年　文学
部

ひたちなか市

事務局長 上田安男 昭和48年　工学
部

取手市

理事 長尾丈男 昭和53年　工学
部

日立市

理事 木山千鶴 昭和55年　法学
部

龍ヶ崎市

理事 牧田 純生 昭和55年　法学
部

水戸市

監事 斎藤哲也 昭和50年　法学
部

古河市

参与 渡辺 英雄 昭和40年　工学
部

牛久市

相談役 中段 和宏 昭和40年　工学
部

牛久市

役員外

茨城県支部 新役員(案）



備考

科目 金額(円） 科目 金額(円）

１．前期繰越金 182,975

２．平成29年総会会費 126,000 6,000円×21名

　　ご祝儀 110,000 10,000円×11名分

１．H29年総会・懇親会経費 183,000 含花束

２．H29年謝礼金等 68,000 コンサート、写真撮影等の謝金

３．H29記念撮影写真プリント関係費 4,479 来賓、インターネット未利用総会参加者への送付

３．校友会本部からの今年度支援金 139,300

４．近隣支部への総会参加費等 61,154 祝儀(4支部：40,000円)、,交通費：8,860円

イベントの支部名刺広告 東京校友会：7,000円、県人会出品：5,294円

５．H30年講演会・総会準備経費 16,133 H29年度の総会諸経費を含む

６．H30年総会案内郵送費 36,572 当支部＋御来賓（４４６通）

７．次期繰越金 188,937

合計 558,275 558,275

茨城県支部平成30年度収支決算報告書　(2017年9月1日～2018年8月31日 )

　上記平成30年度収支決算報告書につきまして、領収書などの関係証憑書類を厳正に監査した結果、適正に処理されていることを確認
いたしましたので、ここに報告いたします。

監査報告書

平成30年9月30日

監事　　　斉藤　哲也

収入の部 支出の部

斉 

藤 



 

 

同志社校友会茨城県支部会則 

 

第１章 総則 

第１条 （名称） 

本会は，同志社校友会の会則第１章 第７条に定められている支部の一つを形成し，

同志社校友会茨城県支部と称する。 

第２条 （目的） 

本会は，支部会員相互の交流と親睦を図り，かつ同志社校友会全会員との交誼を厚

くするとともに，学校法人同志社の発展に寄与することを目的とする。 

第３条 （事業） 

本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

（１）支部会員名簿の整備 

（２）講演会その他の諸集会の開催及び後援，協賛 

（３）学校法人同志社の事業への参加 

（４）同志社校友会本部の行う事業に対する協力 

（５）同志社校友会本部及び他支部との連絡・調整事業 

（６）その他，本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 会員 

第４条 （入会資格） 

本会への入会資格は，原則として茨城県に在住又は在勤している校友とする。 

（校友は学校法人同志社の経営する諸学校に在籍したもの） 

 

第 3 章 役員 及び 会議 

第５条 （役員） 

本会には次の役員（理事，監事）を置く。 

   支部長 １名   副支部長 １名  事務局長 １名  その他の理事 若干名 

   監事  １名 

第６条 （役員の選任） 

前条で定める理事及び監事は総会において会員の中から選任する。 

支部長は，理事の互選によって選任し，総会の承認を得るものとする｡ 

第７条 （役員の任期） 

役員の任期は２年とし，再任は妨げない。ただし，任期途中で選任された役員の任

期は残任期の満了までとする。 

第８条 （役員の職務） 

各理事の職務は次のとおりとする。 



 

 

（１） 支部長は本会を代表し，支部の会務を統括するとともに総会及び理事会の議長

となる。 

（２） 副支部長は支部長を補佐し，支部長不在時はその職務を代行する。 

（３） 事務局長は理事としての職務のほか，日常事務，会計，会議開催の準備，書類・

名簿の保管，会員からの連絡窓口，本部，他支部との連絡にあたる。 

（４） 理事は支部組織の根幹となり，本会の目的達成に努める。 

（５） 監事は本会の収支及び財政状況を監査し，理事会に出席し，これについて意見

を述べることが出来る。 

第９条 （総会） 

総会は定時総会，臨時総会の二つとし，いずれも支部長が期日の２週間前までに

開催日時，開催場所，議題を示して，郵便又は電子メールで招集する。 

（１） 定時総会は，原則として毎年１回開催する。 

（２） 臨時総会は，理事会において必要と認めた時に開催する。 

（３） 総会では，年次事業計画・報告，年次収支決算報告，会則の改正及び理事会に

おいて必要と認めた事項を審議し，議決する。 

第 10条 （理事会） 

理事会は，支部長，副支部長，事務局長及びその他の理事を以って構成し，支部

運営全般及び総会に提出する議題について審議し，議決する。 

 

第４章 会計 

第 11条 （収入源） 

本会の会計は，都度徴収する会費，寄付金及び校友会本部からの支部補助金等の

収入によって賄う。 

第 12条 （会計年度） 

本会の会計年度は，毎年１月１日からその年の１２月３１日までとする。 

 

  第５章 （附則） 

第 13条 （会則にない事項） 

本会則に定めない事項については，理事会の定めるところによるものとする。 

2018年 9月 30日から，本部を，茨城県牛久市田宮町 224番地 17の辻 憲次郎（支

部長）宅に置き，事務局を茨城県取手市宮和田 971番地 32の上田 安男（事務局

長）宅に置く。 

 

本会則は 2018年 9月 30日から施行する。 

 

2013 年１月１日制定，2013年 11月 17日部分修正，2018 年 9 月 30 日改正 



2018/9/30

氏　名 旧姓
卒年・学

部 会員 居　住　地 No 氏　名 旧姓
卒年・学

部 会員 居　住　地
1 北川 浩一 S28・経 取手市 61 木村 桂子 小川 S54・文 つくば市
2 三浦 美子雄 S28・神 土浦市 62 増田 晃 S54・経 水戸市
3 清水 尚子 金子 S31・女 土浦市 63 松野 寿夫 S54・工 水戸市
4 三宅 伍 S34・工 日立市 64 百本 貞樹 S54・工 日立市
5 栗本 宏三 S35・工 ひたちなか市 65 久保 恵一 S54・法 桜川市
6 宮島 節子 永江 S35・文 ひたちなか市 66 大津 良夫 S54・法 水戸市
7 須藤 純男 S37・工 かすみがうら市 67 宮本 学 S55・商 つくば市
8 田尻 昭二 S38・経 守谷市 68 森 桂子 川嶋 S55・文 守谷市
9 臼井 紀幸 S38・商 古河市 69 久保村 俊之 S55・文 常総市

10 北村 政雄 S39・工 龍ケ崎市 70 牧田 純生 S55・法 水戸市
11 阿部 侑子 S39・文 取手市 71 木山 千鶴 山口 S55・法 龍ヶ崎市
12 玉津 啓子 川村 S39・文 ひたちなか市 72 奈佐原 優子 西田 S55・商 新 つくば市
13 横山 豪 S40・経 守谷市 73 石和 利彦 S56・法 新 龍ヶ崎市
14 岡本 紀明 S40・工 かすみがうら市 74 園部 哲丈　 S56・法 土浦市
15 中段 和宏 S40・工 牛久市 75 綿引 健 S56・商 新 水戸市
16 渡辺 英雄 S40・工 牛久市 76 塙 克一 S57・法 水戸市
17 武田 邦雄 S40・工 那珂市 77 宮原 朋子 S57・文 龍ケ崎市
18 岡崎 光代 S40・文 つくば市 78 宮原 茂 S58・工 龍ケ崎市
19 中辻 展子 大西 S40・文 牛久市 79 孝橋 典子 S58・文 水戸市
20 笠井 洋昭 S42・工 小美玉市 80 川村 智 S59・工 水戸市
21 池尾 美恵 S42・文 新 つくば市 81 堤 茂信 S59・工 守谷市
22 松尾 信 S42・工 牛久市 82 宮坂 徹 S60・工 ひたちなか市
23 小林 紀代子 S42・文 日立市 83 松田 洋一 S61・工 つくば市
24 富田 浩祥 S42・法 つくば市 84 遠藤友誉 S62・商 水戸市
25 大越 悟 S43・法 東茨城郡桂村 85 友常 紀光 S62・商 水戸市
26 奥山 俊昭 S43・工 那珂郡東海村 86 川村 真人 S63・工 新 つくば市
27 高橋 健治 S44・経 取手市 87 佐々木 善彦 S63・工 稲敷郡阿見町
28 大森 寛治 S44・工 ひたちなか市 88 佐々木 ひとみ 江口 稲敷郡阿見町
29 大森 由紀子

S44・女
家 つくば市 89 高橋 博明 高安 S63・商 那珂市

30 太田 和良 S44・商 つくばみらい市 90 高崎 衛 S63・経 新 古河市
31 福田 三千男 S44・商 東京都千代田区 91 田中 良典 S63・工 つくば市
32 成毛 博子 田谷 S45・文 稲敷郡阿見町 92 橘 秀紀 H01・神 水戸市
33 井上 聰 S45・工 牛久市 93 小室 忠男 H01・文 水戸市
34 福永 一哉 S45・工 守谷市 94 福田 幸司 H01・経 水戸市
35 高木 祐治 谷垣 S46・経 石岡市 95 福田 正保 H01・経 土浦市
36 塩谷 五郎 S46・経 古河市 96 遠藤 実 H01・商 那珂市
37 梅田 高雄 S46・工 水戸市 97 小圷 のり子 H03・文 水戸市
38 森 誉延 S46・工 日立市 98 佐藤 卓 H03・法 東茨城郡城里町
39 小須田 邦光 S46・法 日立市 99 笹本 厚 H03・経 鹿島市
40 塚本 弘治 S46・法 新 取手市 100 首藤 幹夫 H03・工 つくば市
41 大島 均 S47・経 土浦市 101 及川 元 H04・法 水戸市
42 上田 安男 S48・工 取手市 102 服部 憲一 H04・工 常陸太田市
43 木村 英雄 S48・工 古河市 103 鈴木 章友 H05・法 水戸市
44 脇田 昇 S48・工 守谷市 104 伊能 拓郎 H06・商 小美玉市
45 望月 茂二 S48・文 筑西市 105 小松崎 和久 H08・工 ひたちなか市
46 小松崎智行 S49・法 ひたちなか市 106 香取 修司 H08・経 つくば市
47 斉藤 哲也 S50・法 古河市 107 荒井 英恵 H08・文 結城市
48 辻 憲次郎 S50・法 牛久市 108 竹村 直子 日下 H08・文 土浦市
49 津﨑 利江 沢井 S51・文 牛久市 109 阪口 剛史 H09・工 つくばみらい市
50 河合 京子 S51・文 つくば市 110 門脇 美和子 H10・文 水戸市
51 道幸 昌子 S51・法 龍ヶ崎市 111 和田 顕子 H14・文 土浦市
52 森 久幸 S52・工 守谷市 112 和田 康弘 H14・法 土浦市
53 林 千香子 多門 S52・学 牛久市 113 高橋 純子 牧野 H15・文 つくば市
54 松丸 修久 S52・経 守谷市 114 福岡 秀哉 H16・法 稲敷郡阿見町
55 星田 繁和 S52・経 取手市 115 稲葉 駿 H18・文 日立市
56 塙 茂 S52・商 水戸市 116 本岡 恭平 H19・文 土浦市
57 長尾 丈男 S53・工 日立市 117 染谷 洋 H21・商 取手市
58 小沼 富彦 S53・商 水戸市 118 田山 幸恵 H21・文 鉾田市
59 橘 淳二 S53・商 ひたちなか市 119 中川 あゆみ H23・経 土浦市
60 小野 幸一 S53・文 ひたちなか市 120 向山 昌利 H24・商 つくば市

同志社校友会茨城県支部会員名簿（ 2018年）


