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+++++平成２9年度総会・懇親会 次第（案） 
平成 29（2017）年 5月.28日 

日本ビクター寿会多摩支部 

 

日時： 平成 29年 5月 28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（12：00～12：30） 

(1)開会（司会：原口さん） 

物故者への黙祷 

・藤 活重様令夫人    H28.7.1 （がん） 

・藤 活重様       H28.7.3 享年78歳（食道がん） 

・山田 耕（つとむ）様  H28.10.14 享年88歳（胃がん） 

・小澤 巧様       H28.12.13享年82歳（大腸がん） 

・間宮秀訓様令夫人    H29.3.1享年71歳（筋肉の難病） 

・綿貫雅庸（まさのぶ）様 H28.12.16 享年75歳（脳内出血）       

(2)支部長挨拶 

(3)議案  

①平成28年度活動報告及び会計報告（報告：支部長）…安定的活動と安否確認100％ 

②平成29年度活動計画及び予算案（提案：支部長）……安定的活動と安否確認の推進 

③平成29年度支部役員体制について（提案：支部長）…立候補がなければ準備案を提案 

 

３．懇親会（12：30～14：30） 

(1) 開会（司会：原口さん） 

(2) 乾杯 

(3) 歓談 

(4) お祝いのご披露（白寿は未だ該当なし） 

①長寿祝い（米寿88歳） 

・山川正光さん（S4.5.9誕生） 

・樋口哲雄さん（S4.8.8誕生） 

②長寿祝い（喜寿77才） 

・小杉恒夫さん（S15.5.5） 

・間宮秀訓さん（S15.6.15） 

・昆野俊男さん（S15.7.27） 

・前田 實さん（S15.9.15） 

・竹島久雄さん（S15.9.24） 

・宮田正宜さん（S15.10.5） 

・江藤博幸さん（S15.12.3）生年月日登録で判明 

・青木興一さん（S14.7.26）生年月日登録で判明 

・菅生捷文（スゴウカツフミ）さん（S13.12.11）生年月日登録で判明 

③金婚祝い…申出なし 

(6) 近況報告・サークル活動報告など（サークル長…情報、業務担当の活動報告、お願い） 

(7) 福引抽選会 

(8) 中締め（記念撮影後解散） 

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

・会員数 117名（H29.5.24現在）メール86名、郵送30名、非通知希望1名、本部登録116名 

・平均年齢76.3才（114名平均）最高齢89歳、最若年66才 80歳代27名 60歳代9名 

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

〔寿会関連Webサイトのご案内〕 

http://jvckoto.news-site.net/ 多摩支部や寿会各支部の写真などが満載されています 

http://jvckoto.news-site.net/
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〔議案①〕平成28年度支部活動報告 

日本ビクター寿会多摩支部 

 

会費を徴収せずに全員わけ隔てのない活動を提案して4年目。周囲の認知も進み、懸案であった本部運営

費も何とか負担可能な水準で決まり安定的に運営できた一年でした。一方、活動方針「安定的活動と安否

確認100％」のもと全員の誕生日把握と安否確認を目指しましたが未確認者を残してしまいました。 

 

１． 総会・懇親会の実施 

・概要…H28年5月22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…総会・懇親会：活動報告・計画、長寿祝（6名）、歓談、サークル紹介等。参加者27名 

 

２． 入会脱会移籍への対応…なし 

 

３． 物故者への対応 

・藤 活重様令夫人   H28.7.1（がん）          H28.7.16弔意品送付 

・藤 活重様      H28.7.3享年78歳（食道がん）   H28.7.16弔意品送付 

・山田 耕（つとむ）様 H28.10.14享年88歳（胃がん）    H28.10.18通夜に弔問 

・小澤 巧様      H28.12.13享年82歳（大腸がん）  H28.12.19弔意品送付 

・間宮秀訓様令夫人   H29.3.1享年71歳（筋肉の難病）  H29.3.5弔意品送付 

・綿貫雅庸（まさのぶ）様 H28.12.16享年75歳（脳内出血）  H29.5.13弔意品送付 

 

４． 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（カラー印刷）  

・情報配信（メール対応者に訃報、V13懇親会の案内、その他情報を送信） 

 

５． その他の活動 

・メール、電話、お手紙などによる誕生日の把握と安否確認。（近況一覧参照） 

・V913イベントへの対応…メール会員に案内。H27.9.13参加者106名。多摩支部からは3名。 

・前北勝司会員のご尽力によるWebホームページの運営及びV913イベント準備への対応。 

・支部長会議…Ｈ29.2.8支部長17名、本部4名。H29年度予算、寿会ニュースの件、その他 

 

６． 支部運営委員会 

・H28.3.14（火）〔八王子クリエイトホール9階〕5名出席で総会・懇親会について審議 

 

７． サークル活動 

(1)ハイキングサークル 

1)例会 

毎月第４水曜日に実施しています。9回の開催で延べ59名の参加でした。 

155回 H28.4.27  小仏城山・高尾山（7名） 156回 H28.5.25  天覧山（6名） 

157回 H28.6.26   御岳渓谷 （雨天中止    158回  H28.7.27  御岳RG（5名） 

159回 H28.9.28  石老山  (7名)   160回 H28.10.26 高尾山・いろは森 (6名) 

161回  H28.11.23  高川山  (6名)      162回 H29.1. 25 吾妻山 (7名) 

163回 H29.2.22  多摩よこやまの道 (8名)   164回 H29.3.22  岳の台 (7名) 

2)忘年会 を12月14日に開催しました。 

 例年通り八王子駅前の「はなの舞」で15名の参加がありました。 

3)大山道ウオーク  

昔からの大山詣で道を東京・赤坂御門から大山阿夫利神社下社までを歩きました。 

第5回 H28.4.20   長津田駅～鶴間駅  (8.8 km)           13名参加 

第6回 H28.5.18    鶴間駅～海老名駅  (8.0 km)          12名参加 

第7回  H28.7.20    海老名駅～愛甲石田駅  (12.4 km)    13名参加 

第8回 H28.9.21    愛甲石田駅～石倉橋    (9.6 km)    11名参加 
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第9回 H28.10.19  石倉橋～阿夫利神社下社  (9.7 km)     12名参加 

  赤坂御門から阿夫利神社下社まで歩行距離は９７km 延べ参加数は１０７名でした。 

4)引き続き、鎌倉街道・上道ウオークを開催しています。群馬県・高崎駅からスタートし 

  鎌倉・鶴岡八幡宮まで約１９５kmを17回に分けて歩きます。 

第１回 H28.11.16  高崎駅～三ツ木公会堂BS    (14.5 km)  9名参加 

第2回 H29. 1.19   三ツ木公会堂BS～塚原団地BS  (13.9 km) 9名参加 

第3回 H29. 2.15  丹荘駅～児玉折り返しBS    (10.4 km)  9名参加 

第4回  H29. 3.15  児玉折り返しBS～小前田駅    (13.3 km)  6名参加 

(2)ゴルフサークル 

・H28.6.15 第４１回ゴルフコンペ GMG八王子ゴルフ場 ９名参加 

・H28.9.27 第４２回ゴルフコンペ GMG八王子ゴルフ場 １２名参加 

                         

 

〔議案②〕平成29年度支部活動計画 

 ～安定的活動と安否確認の推進～ 

日本ビクター寿会多摩支部 

１． 活動計画 

本部費の負担については、H29.2.8 に行われた支部長会議で平成 29 年度も前年同額に決まりました。

従いまして年会費の徴収なしで支部活動の継続が可能です。一方、昨年「会員の状況把握」といいつつ、

把握できない方を残してしまいましたので再度100％を目指して取組みます。 

 

(1)支部総会・懇親会の実施 

・日 程…平成29年5月28日（日）東急スクエア11階 パーティールーム 

・内 容…平成29年度活動計画等の承認、長寿祝い、サークル紹介、歓談、福引など 

 

(2)状況把握と情報配信の活動ほか 

・全員の誕生日把握と安否確認（目標100％） 

・その他イベント情報、寿会関連の情報伝達、お役立ち情報など基本的にメールで配信 

・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 

・前北勝司役員のご尽力によるWebサイトの運営（支部催事など各種情報の掲載） 

・懐かしのV913イベントへの対応 

 

(3)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 

 

(4)ハイキングサークルの活動 

1)ハイキングサークル例会  毎月第４水曜日に実施します。（８月、１２月はお休み） 

 第165回 4月26日 今熊山        第166回 5月24日 足和田山・紅葉台 

第167回 6月28日 中山道・巣鴨     第168回 7月26日 入笠山 

第169回 9月27日 駒ヶ岳・神山     第170回10月25日 西沢渓谷 

第171回 11月22日 大岳山         第172回 1月24日 白山 

第173回 2月28日 小野路城址・小野路宿  第174回 3月28日 高尾山  

2)鎌倉街道・上道ウオーク  毎月第3水曜日に実施します。 

 第5回 4月19日 小前田駅～奈良梨BS    第6回 5月17日 奈良梨BS～武蔵嵐山駅 

 第7回 6月14日 武蔵嵐山駅～今宿BS    第8回 7月19日 今宿BS～武蔵高萩駅 

 第9回 9月20日 武蔵高萩駅～入曾駅    第10回 10月18日 入曾駅～小川駅 

 第11回11月15日 小川駅～分倍河原駅     第12回 1月17日 分倍河原駅～小野路宿 

第13回 2月21日 小野路宿～町田駅  第14回 3月21日 町田駅～瀬谷駅 

  ４月以降も鎌倉鶴岡八幡宮まで歩きます。 

 

 (5)ゴルフサークルの活動～・年４回のゴルフコンペの実施 

以上 
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２． 活動予算案（詳細別紙） 

 

 

〔議案③〕平成29年度支部活役員体制について 

 

平成28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           野田 宏（ゴルフサークル長兼務） 

・情報担当         前北勝司 

・ハイキングサークル長   竹島久雄 

・監事           原口敏徳 

・相談役          間宮秀訓 

以上 


