
日本ビクター寿会多摩支部 

平成２5 年度総会・懇親会 
 

日時： 平成25 年5 月19 日（日）12：00～15：00 

場所： 東急スクエア（八王子）１１Ｆ パーティールーム 

 

１．総会（12：00～13：00） 

 

(1)開会に先立ち  物故者へ黙祷（司会） 

・平成24年9月20日 須田 英昭さん逝去（享年77歳） 

・平成24年10月1日 小川 恵三さん逝去（享年88才） 

・平成25年2月18日 井上 譲さん逝去（享年75才） 

・平成24年8月25日 浅見洋子さん（浅見重治さんの奥様）（享年73才） 

 

(2)支部長挨拶 

 

(3)議案  

①平成24年度活動報告及び決算報告（報告：浅見） 

②平成25年度以降の活動について（提案：浅見） 

③平成25年度活動計画及び予算案（提案：浅見） 

④平成25年度支部役員体制について（提案：浅見） 

 

２．懇親会（13：00～15：00） 

 

(1) 開会（司会） 

 

(2) 乾杯 

 

(3) 歓談 

 

(4) お祝いのご披露 

①長寿祝い（喜寿77才） 

・青山壽一さん（S11.5.31誕生） 

・吉岡定江さん（S11.6.24誕生） 

・永田章蔵さん（S11.6.27誕生） 

・柴崎 等さん（S11.8.26誕生） 

・上辻勝彦さん（S11.12.15誕生） 

・瀧本博禎さん（S12.3.1誕生） 

②金婚祝 

・籐 活重様ご夫妻（2013年2月で結婚50年） 

 

(5)近況報告 

 

(6)サークル活動報告（サークル長…情報、業務担当の活動報告、お願い） 

 

(7)中締め 

 

(8)記念撮影 

 

(9)閉会 
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〔議案①〕平成24年度支部活動報告 

2013年5月19日 

日本ビクター寿会多摩支部 

１． 総会・懇親会の実施 

・日 時…平成24年6月3日（日）12：00～15：00 

・場 所…東急スクエア（八王子）11階パーティールーム 

・概 要…活動報告、活動計画、長寿祝（４名）、歓談、サークル紹介などを行い参加者29名 

２． 物故者への対応 

・H24. 8.25 浅見重治氏ご令室逝去（享年73才）香典送付にて対応 

・H24. 9.20 須田英昭さん逝去（享年77才）遺族のご意志により香典辞退 

・H24.10. 1 小川恵三さん逝去（享年88才）香典送付にて対応 

・H25. 2.18 井上 譲さん逝去（享年75才）告別式に香典を持参 

３． 入会脱会等への対応 

・脱会：戸嶋信雄さん。H24.5.9本人申出でにより脱会。 

４． 支部運営委員会 

・H24.4. 1（日）〔八王子クリエイトホール会議室〕6名出席で支部運営について審議 

・H24.6. 9（土）H24年度年会費請求案内（総会での徴収を含めH24.11末までに納入者83名） 

・H25.1.25（金）〔八王子クリエイトホール会議室〕6名出席で本部提案について審議 

・H25.3. 6（水）〔八王子クリエイトホール会議室〕3名出席で支部会則、総会について審議 

５． サークル活動 

(1)ハイキングサークル 

・107回 24.4．25（水） 大山 ハイキング （曇り）    10名 参加 

・108回 24.5．23（水） 多摩丘陵 ハイキング （晴れ）  10名 参加 

・109回 24.6．27（水） 高倉山・金剛山ハイキング （晴れ）10名 参加 

・110回 24.7．25（水） 蓑山 ハイキング （晴れ）    10名 参加 

・111回 24.8．22（水） 高尾山いろはの森 ハイキング（晴れ） 9名参加 

・112回 24.9．26（水） 馬頭刈尾根・滝の道 ハイキング （晴れ） 9名参加 

・113回 24.10.24（水） 大菩薩峠 ハイキング （晴れ）  11名参加 

・114回 24.11.28（水） 奥多摩むかし道 ハイキング （晴れ） 11名参加 

・115回 24.12．5（水） 南高尾山稜・草戸山 ハイキング （晴れ）12名参加 

・116回 25.１.23（水） 伊豆ヶ岳 ハイキング （晴れ） 7名参加 

・117回 25.２.27（水） 鎌倉アルプス ハイキング （晴れ） 10名参加 

・118回 25.３.27（水） 日連金剛山・宝山 ハイキング （曇り） 10名参加 

天候に恵まれ一度も延期・中止することなく、しかも無事故のハイキングでした。 

(2)甲州街道ウォーク 

⑥ 24.4.19 高尾～相模湖（12km）  ⑦ 24.5.17 相模湖～上野原（12.2km） 

⑧ 24.6.21 上野原～犬目（9.8km） ⑨ 24.7.19 犬目～猿橋（11.3km） 

⑩ 24.8.17 猿橋～初狩（10.5km）  ⑪ 24.9.20 初狩～新田下（11.8km） 

⑫ 24.10.18 新田下～大善寺（14.1km） ⑬ 24.11.15大善寺～石和宿（16km） 

⑭ 24.12.20 石和宿～県立美術館（12.5km）⑮ 25.1.17 県立美術館～韮崎（12km） 

⑯ 25.2.21 韮崎～牧原（15.4km） ⑰ 25.3.21 牧原～台ケ原（11.2km） 

H23年11月、東京日本橋をスタートして今年3月までで山梨県韮崎（台ケ原）まで17回延べ227km

を踏破してきました。ゴールの下諏訪まで残り50kmほどを5回で歩きます。 

(3)ゴルフサークル 

・H24. 6.11（火）第28回ゴルフコンペ（五日市カントリー）12名参加。 

・H24. 9.19（木）第29回ゴルフコンペ（ＧＭＧ八王子ゴルフクラブ）10名参加。 

・H25. 3.08（火) 第30回ゴルフコンペ（ＧＭＧ八王子ゴルフクラブ）。10名参加 

６． その他 

・前北勝司会員のご尽力によるWebホームページの運営。基本情報、催事写真等の掲載 

http://jvckoto.news-site.net/ 

以上 
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〔議案②〕平成25年度以降の支部運営について 

 

2013年5月19日 

日本ビクター寿会多摩支部 

 

平成25年2月7日の支部長会議で本部会則の改定、別途積立金の使途制限の緩和などが可決された結果、

多摩支部が昨年の総会で提示していた平成25年度以降の運営方針は障害なく実現できる事になりました。 

従いまして昨年の方針に基づいた運営を前提に寿会多摩支部の会則を整備いたしました。 

 

1．昨年の支部総会時点の確認事項 

(1)会員間の交流・情報共有を大切に活動します 

(2)H25年度以降、年会費制は廃止いたします 

(3)年会費をなくしますので慶弔金制度を見直します 

(4)10年経過時点で活動を見直します 

平成25年度以降の支部運営方針として上記の4項目を提示しながらも支部長会の審議結果などにより

変更も想定されることから最終結論は役員会に一任いただきたいと提案し賛同をいただきました。 

 

2．支部長会議の審議結果（概要抜粋） 

平成25年2月7日（木）寿会館で実施された支部長会議の審議結果は下記の概要でした。 

(1)寿会会則・内規の改定 

・入会金、年会費の有無及びその額は各支部で定める会則に従う 

・慶弔に関する内規は統一基準ではなくガイドラインとする 

(2)別途積立金運用の件 

・各支部に分配した別途積立金の半額については慶弔以外の使途も認める 

(3)本部費支払いの件 

・平成25年度については各支部から本部運営費を徴収しない 

 

3．支部長会議を踏まえた多摩支部の対応 

平成25年3月6日に支部役員会を開催し支部長会議の結論を踏まえて下記の対応を確認しました。 

(1)年会費は有無を含めて支部会則に従うとなったことから平成25年度以降年会費なしで運営する 

(2)別途積立金の半額については慶弔以外の使途も認められたため支部活動費として使用する 

(3)活動期間10年を前提に資金的に可能な範囲で慶弔給付やサークル補助などを行う 

・慶弔の内規はガイドラインであることから年会費なしを前提とした新たな慶弔制度とする 

・慶弔の水準は経費込みで＠3000円程度の品物とし長寿祝などの対象はこれまでの規程に準ずる 

(4)平成25年度については本部運営費を支部から納める必要がないため予算は計上しない。 

(5)H26年度以降、何を基準に本部費を納めるかについては来年までペンディングとする。 

 

4．支部会則の策定（会則別紙） 

以上の経緯を踏まえて下記をポイントに新たな支部会則（案）を作成しました。 

(1)年会費は徴収せず現在の資金を取崩しながら支部を運営すること 

(2)会員と入会、脱会、支部間移動ついての明確化 

(3)全ての会員に下記の特典があること 

・長寿祝品（本人が喜寿、米寿、白寿に達する場合） 

・金婚祝品（本人が結婚50周年を申出でた場合） 

・弔意の品（本人及び配偶者死亡の場合） 

・寿会ニュース及び寿会関連情報の配布 

(4)支部総会や役員会に関する事項の明確化 

(5)活動期間の想定と存続の可能性の見極めについて 

 

以上 
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〔議案③〕平成25年度支部活動計画 

2013年5月19日 

日本ビクター寿会多摩支部 

 

１． 活動計画 

例年実施してきた活動の継続に加えて、支部主導運営に伴う寿会ニュースの配信送付、訃報に関する情

報伝達などを全会員に向けて実施して行きます。具体的には下記の通りです。 

 

(1)支部総会・懇親会の実施 

・日 時…平成25年5月19日（日） 

・場 所…東急スクエア11階 パーティールーム 

・内 容…平成25年度活動計画等承認、歓談、長寿祝いなど 

 

(2)情報配信の活動 

・寿会ニュースの配布（年4回）メールによるダウンロードの案内と郵送会員への送付 

・その他寿会関連の情報伝達（基本的にメール配信） 

 

(3)前北勝司役員のご尽力によるWebホームページへの情報の掲載 

・各種情報及び総会やハイキングなど催事の概要及び写真掲載 

 

(4)物故者及び入会・移籍等への対応 

・該当の都度役員を中心に対応する 

 

(5)ハイキングサークルの活動 

①ハイキング例会は毎月第4水曜日に開催しています。25年度前半の計画は決まっています。 

4/24霞丘陵（青梅）、5/22 岩殿山（大月）、6/22湯坂道（箱根）、 

7/24三頭山（奥多摩）、8/28鳩ノ巣渓谷（奥多摩）、9/25八王子城址・城山 

参加ご希望の方は世話役へ連絡してください。 

②甲州街道ウオークは順調にゆけば9月でゴールの下諏訪までを踏破する予定です。 

次の企画は「東海道中・日本橋～箱根宿」を考えています。 

 

(6)ゴルフサークルの活動 

・年3回のゴルフコンペの実施 

 

 

２． 活動予算案（詳細別紙） 

 

 

〔議案④〕平成25年度支部活役員体制について 

 

平成25年度の支部役員会の体制について下記の通り提案いたします。 

・支部長          浅見憲一 

・会計           石川嘉孝 

・情報担当         前北勝司 

・ハイキングサークル長   竹島久雄 

・ゴルフサークル長     原口敏徳 

・監事           間宮秀訓 

 

 

以上 


