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東京農業大学校友会 沖縄県支部総会

同時 :2018年 8月 17日 (金

午後7時～9時

場所 :フェストーネにて

司会 :上里 卓己

(H.11年院開発卒
【開会の部】

1.開会の挨拶      支部長  川満 信男 (S.51年 畜産卒)

2.校友会・大学よりご挨拶  東京農業大学校友会 冨J会長

外園 1呵氏

東京農業大学 事務局長

手島 秀樹氏

【会議の部】

3.議 事        幹事長   諸喜田 徹 (H.2年 農業拓殖卒)

議案第一号 2017年活動報告及び収支決算について

監査報告

議案第二号 2018年度役員選任について(案 )

議案第二号 宮古0人重山地区の体制強化のための理事の増員

議案第四号 箱根駅伝への道Oneコィン募金創設に関する件

【懇親の部】

4.乾杯の挨拶      顧問 荻堂 盛秀 (S.40年 農業工学卒)

5.近況報告       各会員

6。 キャンハ
゜
ス報告・就職活動 現役学生

7.閉会の挨拶      副支部長  玉那覇 美佐子 (S.46年 短醸卒)



報告第一号

2017年度 東京農業大学校友会沖縄県支部活動報告

8月 21日 (金)  ラ。フォンテにおいて県支部総会を開催する。
校友会を代表し副会長 常任理事の豊原 秀TEl様、大学をt表し生物応用化学学科
教授・総合研究所々所長の山本 祐司様をお迎えし盛大 (二 百憧した^

在学生11名 を始め多くの若手の男女会員の57名 (来賓24含む 参
=]を

頂いた。

8月 29日 (火)  南部農林高等学校にて地域後継者推薦選考会を実施し八重山農林高校生

大濱 善巧君が支部選考に挑み本校への推薦を決定し、11月 の推薦試験を

受け農学部 動物科学科に合格した。

9月 29日 (金)  フェストーネにて九州プロック会議。宮古島大会開催のため、臨時の役員会を招集し

9年ぶりの開催を成功裏にすべく、細かな打合せを行つた。

11月 11日 (土)  宮古島市いのむらにて校友会本部より会長の三好 吉清と常任理事の豊原 秀和様

はじめとし総勢26名 の参力日で九州ブロック会議を開催した。

会議では、箱根駅伝・野球部の成績不振に対する執行部への厳しい質問があった。

_      当支部からはり|1満支部長・幹事長・平良理事が参加し沖縄県支部の要望。提案事項を

提起し議論した。

翌 日は、城辺の本校の亜熱帯農場の見学を行い、研究成果を見学したc

2月 23日 (本)  全国支部長会議が世田谷キャンハ
゜
スにて開催され、川満支部長が参加した。

3月 29日 (金) 春季キャンプのため来県したオホーツクキャンハ
゜
ス野球部130名 の激励のため

金武球場に川満支部長と幹事長が訪問し沖縄特産の差し入れを行つた。

6月 1日 (金) 農大世田谷キャンハ
゜
スの横井講堂において校友会通常総会が開催。

川満支部長と幹事長が参力日した。

総会終了後、地域後糸区推薦者で入学した在学生と下北沢で懇親会を開催した。

在校生と楽しい意見交換を行いそして支部の思いを伝える。(5名 参力日)

6月 20日 (水)  フェストーネにて支部役員会を実施し11名 参加。

次年度の支部総会の内容充実。地区会議の開催・推薦試験の

打ち合わせを中心に議論する。
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議案第一号
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2017年度東京農業大学校友会沖縄県支部
会計報告書

*振替口座  2018年 7月 18日 現在

*郵便口座  2017年 8月 13日 現在
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又

一
入

月 日 項 目 金額 備 考
8/24 支部代議員割に対する助成金(前年

`

30,000 校友会より
8/25 支部総会会費及び年会費 223,000 会員48名 (男 40女 8)5千 円 在校生・2名 1千 円

8/25 年会費 10,000 5名 (現金預かり分 )

8/25 寄付金 10,000 大学より
8/25 お祝儀 10,000 校友会より
8/25 二次会費 34,000 17名 x2000円

3/8-10/1 年会費 74,000 2000円 x37名 (郵便振込)

就職対策費 40,000 大学より
11/11 九州フ

゛
ロック会議関係 414,240 詳細は別紙参照

2/23 全国支部長会参加費補助 64,100 校友会より(1名 分)

3/20 交付金 (支部総会開催助成・地域推テ 80,000 校友会より
3/29 就職対策費 (個別対応 ) 6,000 大学より
6/1 校友会通常総会参加費補助 128,200 校友会より(2名 分)

6/20 役員会会費 33,000 11名 x3,000円

7/23 支部代議員割に対する助成金 30,000 校友会より

7/31 就職対策費 40,000 大学より

ヘ
コ 計 1,226,540
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更
月 日 項 目 金額 備考

8/29 会議費(地域後継者推薦試験) 1,502 飲み物代
8/25 会議費(支部総会) 142,440 ラ・フォンテ (首里)にて開催

8/25 会議費(支部総会二次会) 34,480 弘NTO(,事豊1)|こて

8/25 交通費 (支部総会 ) 21,000 タクシータ(1ヒ音6〕差迂lり甲)

/18-9/21 印昂J費 15,622 総会案内、配布資料、礼状、振替用紙印字

9/21 フ
゜
リント代 (支部総会写真 ) 520 大学、校友会へのお礼

9/21-7/27 通信費 48,916 役員会・総会案内・ネL状発送等
9/29 会議費 (臨時役員会 ) 21,221 九州プロック会議に向けて

9/8-11/27 九州ブロック会議関係 434,214 詳細は別紙参照
3/2-12/21 郵便振込手数料 4,200 35名

2/23 全国支部長会参加費 64,100 世田谷キャンハ
゜
ス(支部長参加 )

3/29 差し入れ 9,552 網走オホーツク野球部ヘ

6/1 校友会通常総会参加費 128,200 世田谷キャンハ
゜
ス(支部長・幹事長参加 )

幸3ネL 4,910 校友会・県人会顧問ヘ

懇親会費 (在校生との) 24,300 下北沢にて(5名 参加)

6/20 会議費(役員会 ) 35,360 会食、コピー代

8/25・ 7/25 消耗品費 5,388

7/30 事務経費 15.000 5000円 (総会案内は外注 )

/―N
口 計 1,010,925

前期繰越 858,744
収  入 1.226.540
支  出 1.010.925
残  額 1.074.359
現預金明細

振替 口座 217.429
預金残高合計 1,074,359

郵便口座 856,930



止
口報査監

2017年度、校友会沖縄県支部会計監査を実施し証憑簿冊など関係書類を

監査したところ、歳入、歳出とに適正に執行され、FJll紙会計報告書通り相違

ないことを確認しましたので報告いたします。

2018年■月14日

東京農業大学校友会沖縄県支部

監 査

ν 弩秦姫 |



議案第二号

議案第二号

2018年度 沖縄県支部新役員 (案 )

宮古・人重山地区の体制強化のため理事の増員

現在、宮古・八重山地区の理事は1名 体制で運営を行つているが

離島での校友会活動強化のためにも3名 体制で今後の地区活動の

運営を図ることを目的とする。

役職 氏名 卒年・学科

幹事長 諸喜田 徹 H.2農業拓殖

理事 平良 憲一 H.3農業拓殖

役職 氏名 卒年・学科

幹事長 平良 憲一 H。 3農業拓殖

理事 諸喜田 徹 H。 2農業拓殖



議案第四号

箱根駅伝への道oneコィン募金創設に関する件

提案説明

箱根駅伝出場69回と輝かし伝統を誇る母校・陸上競技部は残念ながら

平成27年から4年連続して本戦を出場を逸し、低迷している。

1.募金の名称
箱根駅伝への道oneコィン募金

(多額寄付が望ましいが持続性を重視する場合一口500円 のoneコ
インをキャッチフレーズとする)

2.募金額

(1)一 口    500円以上 (複数回)

(2)全体目標  1億円(1000万円/年 )

(3)支部目標  1支部 200万 円(20万円/年 )

(4)募金期間  平成30年4月 から10年間

3.募金の流れ 別紙フローチャート(省略)

4.寄付控除を希望する大国募金は大学スポーツサポート募金とする。

5校友会から大学に寄付する場合はスポーツサポート募金とする。

6。 募金活動に要する経費は、募金額の20%以内の額を経費 (本部及び支部)とする

7.募金活動は平成30年4月 から開始する。
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