
日本ビクター寿会多摩支部 

平成２6 年度総会・懇親会議事録 
 

 

日時： 平成26 年5 月11 日（日）11：00～15：00  

場所： 東急スクエア（八王子）１１Ｆ パーティールーム 

出席： 38 名 

 

１． プチセミナー（11：00～12：00） 

・テーマ：「2015年 相続税改正 ここがポイント」 

・講師 ：ファイナンシャル・プランナー 八木閲三 氏 

 

２． 総会（12：30～13：00） 

(1)開会（司会：原口敏徳） 

物故者への黙祷 

・前北登志子様（前北勝司さんの奥様）2014.3.30 享年69歳（すい臓がん） 

・堤 賢次 様 2014.4.12 享年89歳（心不全） 

・千野恭裕 様 総会出欠連絡で判明（詳細確認中） 

(2)支部長挨拶（支部長：浅見憲一） 

(3)議案  

①平成25年度活動報告及び会計報告（報告：浅見）…拍手で承認 

→順調に推移した年間活動 

②平成26年度活動計画及び予算案（提案：浅見）…拍手で承認 

→全員一律活動の安定的運営 

③平成26年度支部役員体制について（提案：浅見）…拍手で承認 

→立候補がなかったため準備案を承認 

→承認後各自挨拶 

 

３．懇親会（13：00～15：00） 

(1) 開会（司会：原口敏徳） 

(2) 乾杯（小磯秀雄さん） 

(3) 歓談 

(4) お祝いのご披露（長寿祝いカステラ＋出席者には折詰赤飯） 

①長寿祝い（喜寿77才） 

・大内 修さん（S12.4.15誕生） 

・折本文夫さん（S12.5.23誕生） 

・前北勝司さん（S12.7.16誕生）ご出席 

・小幡文雄さん（S12.9.24誕生）ご出席 

・高橋 襄さん（S13.1.5 誕生） 

・藤 活重さん（S13.2.11誕生）ご出席 

・日高恒義さん（S13.3.9 誕生）ご出席 

②白寿、米寿、金婚祝 

・該当なし 

 

(5)歓談 

(6)中締め（松田文雄さん） 

(7)記念撮影 

(8)閉会 
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〔議案①〕平成25年度支部活動報告 

2014年5月11日 

日本ビクター寿会多摩支部 

１． 総会・懇親会の実施 

・概要…2013年5月19日（日）12：00～15：00、東急スクエア（八王子）11階パーティールーム 

・内容…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32名 

２． 物故者への対応 

・2014.3.30 前北登志子様（享年69才）2014.4.3通夜に弔意の品持参 

・2014.4.12 堤 賢次様（享年89歳）2014.4.13弔意の品を送付 

３． 情報配信活動 

・寿会ニュースの配信（掲載URLの案内）と郵送会員への送付（年4回）  

・情報配信（メール対応者に訃報等を送信） 

４． 支部運営委員会 

・2013.6.14（金）〔八王子クリエイトホール会議室〕4名出席で支部運営について審議 

・2014.1.7 （火）〔東急スクエア喫茶クレオ〕6名出席で新年度の運営について協議 

・2014.3.19（水）〔東急スクエア12階セミナールーム〕6名出席で総会について協議 

５． サークル活動 

(1)ハイキングサークル例会 

  毎月第４水曜日に実施しています、６月と７月は雨天順延となりましたが 

  計画した１２回をすべて実施し延べ９６名の参加でした。 

 ・119回 25.4.25（水） 霞丘陵・塩船観音  （はれ）   ６名参加 

 ・120回 25.5.22 (水)  岩殿山           （はれ）   ８名参加 

 ・121回  25.6.27 (木)   湯坂道・千条ノ道  （くもり）  ８名参加 

 ・122回 25.7.25 (木)  三頭山          （くもり）  ６名参加 

 ・123回  25.8.28 (水)  鳩ノ巣渓谷     （はれ）  １１名参加 

 ・124回 25.9.25 (水)  八王子城跡・城山  （くもり）  ７名参加 

 ・125回 25.10.23(水)  猿橋御前山・菊花山 （くもり）  ８名参加 

 ・126回  25.11.27(水)  碓氷峠・廃線跡   （はれ）  １０名参加 

 ・127回 25.12.18(水)  戸倉城山      （はれ）   ７名参加 

 ・128回 26. 1.22(水)   大楠山       （はれ）  １１名参加 

 ・129回  26. 2.26(水)   鋸山           （はれ）   ７名参加 

 ・130回  26. 3.26(水)  扇山        （はれ）   ７名参加 

(2)甲州街道ウォーク  

 ⑱ 25.4.18  台ケ原～蔦木 (12.7km)    ⑲ 25.5.16  蔦木～青柳 (14.9km) 

  ⑳ 25.7.18  青柳～茅野 (10.2km)      �  25.9.19  茅野～上諏訪 (13.9km) 

  �  25.10.17 上諏訪～下諏訪 (7.6km) 

H23年11月、東京日本橋をスタートして足掛け１年１１か月、22回をかけて長野県下諏訪まで 

286kmの街道歩きでした。参加した１２名全員無事故で最終地の下諏訪の地を踏みました。 

(3)東海道ウォーク  

① 26.1.19  日本橋～品川宿 (16.5km)     ②26.3.16  品川宿～川崎宿 (14.4km) 

③  26.4.20  川崎宿～神奈川宿 (14.8km) 

今年１月にスタート、東京日本橋から箱根宿までの103kmを１１回に分けて歩きます。 

毎月１回、第３日曜日に実施しています。旧跡・史跡を訪ねて行くため歩行距離は 

120km以上になります。参加登録メンバーは15名で他地区からの参加もあります。 

(4)ゴルフサークル 

・H25. 6.12 第31回ゴルフコンペ（ＧＭＧ八王子ゴルフクラブ）10名参加。 

・H25. 9.25 第32回ゴルフコンペ（ＧＭＧ八王子ゴルフクラブ）10名参加。 

・H25. 3.06 第33回ゴルフコンペ（東京五日市カントリー）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26年度支部活動計画 

 

2014年5月11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。 

 

(1)支部総会・懇親会の実施 

・日 時…平成25年5月11日（日） 

・場 所…東急スクエア11階 パーティールーム 

・内 容…プチセミナーの実施、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 

・その他イベント情報など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)ハイキングサークル例会 

ハイキング例会は毎月第4水曜日に開催しています。26年度前半の計画は次の通りです。 

①4.23 青梅丘陵   ② 5.28  石垣山・石橋山古戦場跡  ③ 6.25 御岳山ロックガーデン 

④7.23 羽村草花丘陵  ⑤ 8.27  徳和渓谷  ⑥ 9.24  三峰・妙法が岳 

計画の詳しい内容は寿会ＨＰに掲載しています。 

2)東海道ウォーク 

④ 5.18  神奈川宿～戸塚宿 ⑤ 6.15  戸塚宿～藤沢宿  ⑥ 9.21  藤沢宿～平塚宿   

⑦ 10.19  平塚宿～二宮   ⑧ 11.16 二宮～小田原宿  ⑨ 12.21 小田原宿～三枚橋 

⑩ 1.18  三枚橋～畑宿   ⑪ 2.15  畑宿～箱根宿 

前述の通り今年1月から始めました。7，8月は暑さを避けるため実施を見合わせます。 

(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③〕平成26年度支部活役員体制について 

 

平成26年度の支部役員会の体制について立候補がない場合は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 
 

-------------------------------------多摩支部の会員現状-------------------------------------- 

・会員数 126名（2014.5.19現在） 

・電子メール対応者：90名、郵送対応者：35名、非通知希望者：1名 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 


