
  中国支部燧びんごの会総会、
中国ひうち会発足臨時総会議事録

年次総会  【式次第】    司会：松林　庶務　担当 資料①

松林庶務担当の司会で開会。来賓として、燧会本部、高岡会長、あきの会から松尾会長、

米田理事、松下相談役の参加紹介後、総会へと移った。

 １． 2019年総会審議事項

①挨拶　　　　　　　　　　 井上　会長

②2019年活動報告　 井上　会長 資料②

井上会長から２０１９年の活動実施・結果報告がされた。 ＆OHP

活動計画＆実績一覧とOHPで活動状況を説明。

活動記録は、燧会、燧びんご会のHPに掲載しています。是非見てください。

③2019年会計報告および会計監査報告 会計報告　永島、西原　会計 資料③

監査報告　川崎、高橋　会計監査

会計収支結果が永島会計から報告があり、高橋会計監査により

監査結果の報告がされ、承認された。

④中国ひうち会　会則審議＆承認　　　　　　 井上　会長、松尾　会長 資料④

井上会長より、中国支部『中国ひうち会』の会則(案)の説明、審議あり。

ひうち会の表示について、燧会かひうち会かの審議した結果、中国ひうち会に決定

新役員については、提案どおり承認された。

支部長は、米田支部長（あきの会）、副支部長は、松尾会長（あきの会）、井上会長（びんごの会）

青年部長は、金井さん（あきの会）、副部長は、三浦さん（びんごの会）

中国ひうち会の第１回総会は、2021年2月頃、あきの会（広島）で開催する。

⑤2020年活動計画提案＆承認 波多野　副会長 資料⑤

波多野副会長から、2010年活動計画案の説明があった。

詳細については、4月役員会で決定することにする。

⑥その他意見、審議内容

①釣りを楽しむ会を今年は、春と秋の二回企画する。　　三浦さん企画実行

②中国支部『中国ひうち会』の総会参加者拡大のため。本部への支援を依頼する

 ２． 懇親会　　　（歓談光景は、写真参照）

集合記念撮影の後、戸田相談役の乾杯により懇親会を開始。燧会高岡会長はじめ、あきの会松尾会長、

松下相談役、米田理事の来賓ご挨拶の後、びんごの会参加者の近況報告（健康、趣味、旅行、他）。

年に１～２回の懇親の場ではあるが、楽しく和やかに時間を大幅に超えて中華を食して心ゆくまで飲んだ。

懐かしい校歌を皆で斉唱した後、細谷相談役の挨拶の下、一本締めで閉会した。



16名
　　　2月15日　17時～総会　　　懇親会は17時45分～20時15分　

会員名 入学年度（期） 学科 備考

1 燧　会 　高岡　克行 S44(8E） 電気工学科 燧会　会長

2 あきの会 　松下　眞吾 S38(2M） 機械工学科 あきの会　相談役

3 あきの会 　松尾　輝樹 S43(7M) 機械工学科 あきの会　会長

4 あきの会 　米田　珠美 S50(14E) 電気工学科 燧会理事（中国支部代表）

5 びんごの会 　細谷　一夫 S37(1M) 機械工学科 相談役

6 びんごの会 　戸田　政義 S38(2E） 電気工学科 相談役

7 びんごの会 　川崎　義夫 S40(4E) 電気工学科 会計監査

8 びんごの会 　高橋　正美 S41(5M) 機械工学科 会計監査

9 びんごの会 　井上　義隆 S43(7M) 機械工学科 会長

10 びんごの会 　松林　明　 S43(7M) 機械工学科 庶務

11 びんごの会 　吉岡　寿和 S44(8M) 機械工学科 庶務

12 びんごの会 　西原　一夫 S45(9M) 機械工学科 会計

13 びんごの会 　眞田　雅澄 S46(10M) 機械工学科 HP担当

14 びんごの会 　波多野　照 S46(10E) 電気工学科 副会長

15 びんごの会 　永島　昭彦 S46(10K) 金属工学科 会計

16 びんごの会 　三浦　務 S52(16M) 機械工学科 庶務

新居浜高専燧会中国支部　　燧びんごの会　総会＆懇親会
 及び　中国ひうち会発足臨時総会　参加者リスト



新居浜高専同窓会  中国支部　「燧びんごの会」　2019年 活動実績

(2019-1-1～2019-12-31） 　2020.2.15 総会で報告
2019-2-16：承認　

活動指針 2019-8-24：納涼会　

①中国支部の活性化 2019.12.14:役員会　

②びんごの会　参加会員拡大 広島東部地区：５４名　　　　岡山県：２２名　　　　　　現在　実働会員≒１６名

➂６０歳未満の現役会員の参加呼びかけ⇒中国支部青年部の発足へ
　　　　　⇒　39名へ往復はがき⇒18名返信あり　　　　ﾒｰﾙ連絡会員⇒３２名

会員 来賓

1
２０１８年総会

＆懇親会
2019.2.16

福山駅前
ﾆｭｰｷｬｯｽﾙH

地下1F
又来軒

13 3
①2018年活動実績＆会計報告＆会計監査報告
②2019年役員改正
➂2019年活動計画審議

2
ゴルフ
コンペ

2019.2.17
マーメイド

福山ゴルフ
クラブ

5
友情参加

2名
①懇親ゴルフ      参加者５名：２組　　詳細別紙参照

3 2019.2.23 新居浜 1
高橋理事（次期顧問）参加
　あきの会松尾会長と米田次期理事も参加

4 2019.3.24 広島 4
中国支部相互交流の場として、
びんごの会から３名以上参加計画
  　⇒細谷、高橋、井上、三浦　の4名参加

5 2019.4.13 餃子大學 10

①活動計画の詳細検討、決定
②会員拡大検討　　　　　　　　　　　：詳細は議事録参照
➂青年部発足検討
④あきの会との情報交流　等

6 2019年4月 ①燧会　本部よりの要請あれば対応　⇒　今回は要請なし

7
2019/5/25 鞆港から

　三浦庶務企画
5

①キス釣りを楽しむ会　：三浦庶務　担当
　　　レンタル船で走島沖へ（戸田、松下、井上、波多野、三浦）

8
2019年

8月10日（土）

ヒロボー見学
波多野副会長

企画・実行
10

計画 案：①ヒロボー　 　②萬田酵素　　　 ➂ 伯方の塩
　　　午前中に見学して、府中焼きを味わう
　　　　　⇒細谷、戸田、川崎、高橋、井上、西原、波多野、永島、三浦、三上

9
2019年

　8月24日(土）

場所未定
　松林庶務.
企画・実行

10
①会員拡大活動で参加者増を狙う
②中国支部の青年部立ち上げを計画

10
2019年

9月4日（水）
広島市

あきの会企画
3

①広島マツダ工場見学、その後情報交流
　　　　⇒9月4日水曜日にマツダ勤務の金井さん計画
           戸田、波多野、井上　の３名参加、見学後中国支部発足意見交換

11
2019年

　11月2～4日頃
新居浜高専 1

①びんご会から井上会長、あきの会から米田理事　参加　懇親会で中国支
部の活動紹介

12
2019年

　11月16日(土）

マーメイドGC
　松本副会長.

企画・実行
7 1

①気候の良い時期での企画として、夏を避けて計画　　会費：9000円
　　恒例の場所で、恒例のメニューで計画、多数参加ください。　候補者は・・・

　　　⇒ 松本、松林、井上、吉岡、 西原、波多野、永島、
　　　⇒田中、 大気、村上　・・・友情参加：辻さん

13
2019年

12月14日（土）
餃子大學 8

①活動実績レビュー
②中国支部会則の審議、青年部の立ち上げ
③第８回総会への準備打合せ
　　　役員13名中、.8名参加、5名.諸事情で欠席

14
2020年

　　2月15日（土）
　　2月16日（日）

ﾆｭｰｷｬｯｽﾙH
　　又来軒

マーメイドGC
12 4

①2019年活動実績＆
②会計報告＆会計監査報告
③中国支部『中国ひうち会』の会則審議、発足
④2020年活動計画審議　　　等
⑤16日；懇親.ｺﾞﾙﾌ

燧会　総会

関西支部総会

第２回　役員会＆忘年会

備考（計画・実施内容概要）行事
実施
月日

実施
場所

参加人員

燧びんごの会
第７回総会・
懇親会及び
ゴルフコンペ

懇親納涼会

第１回　役員会

あきの会　総会

懇親釣り楽しむ会（追加行事）

燧びんごの会　第８回総会
　　懇親会＆懇親ゴルフ

懇親研修会

懇親ゴルフ

あきの会との交流会
　　　　マツダ工場見学

国領祭（OBルーム他）＆懇親会

資料②



中国ひうち会　発足臨時総会

第一章　　　　総　則 で承認
第１条
　　　本会は、「燧会　中国ひうち会」と称し、新居浜高専同窓会である「燧会」の中国支部の位置づけとし、
　　　事務所は支部長宅とする。（附図参照）

第２条
　　　本会は、当該地区の燧会会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
　　　本会は、目的の活性化のため、「燧あきの会」および「燧びんごの会」の分会を統括運営する。

第二章 会　員

第３条
　　　本会は、次の会員をもって組織する。
　　　新居浜工業高等専門学校の卒業生及び在学した者で、中国地区に在住もしくは勤務している者で、
　　　「燧あきの会」および「燧びんごの会」の会員により構成する。

第三章 役　員

第４条
　　　本会には次の役員を置く。

一 燧会理事 （１名） 燧会本部、各支部と連携する。
１期（２年）毎の輪番制で、各分会から選任する。

二 支部長 （１名） 中国支部の燧会理事がこの任に当たり本会を統括する。

三　　副支部長 （２名） 各分会の会長が、この任に当たり支部長を補佐する。

四　 青年部部長 （１名） 青年部の活動企画実行を行う。
支部長の任に当たる分会で選任する。
青年部の活動は、企業・異業種研修見学会等での懇親交流や
現役世代が参加しやすい行事の計画を行う。

五　　青年部副部長 （1名） 青年部長が選出されていない分会から代表者を選任し
青年部長を補佐する。

六 会計窓口担当 燧会本部との会計窓口 ・・・中国支部で一本化しておく

　　　役員は、各分会の推薦により選出し、任期は２年とする。　期日は、１月１日から翌年１２月３１日までとする。

第四章 事業活動

第５条
　　　本会は、役員改選の年に総会・懇親会を行う。　支部長の所属する分会の総会に合わせて行う。
　　　その他の事業活動は、各分会主体で企画実行するものとする。なお、支部としての活動は、 青年部の活動を
      含み各分会の活動を合わせたものと考える。　本部への支部活動報告は、　各分会の活動報告を個々に作成
    　したものとするが、必要に応じて支部としてまとめる。

第五章 会　計

第６条
　　　本会に関する会計処理は、各分会で個々に独立して対応するものとする。

本部との間の会計処理は、理事（支部長）の所属する分会で行うが、会計窓口は一本化する。
本部からの支援金等に関しての、支部内での割り振りについては、各分会会長間で調整.して.いく.。

2020年2月15日燧会　中国支部　『中国ひうち会』　会則

資料④



第六章 雑　則

第七条
　　　本会則の変更は、役員会で決議し、総会で賛同を得るものとする。
　　　但し、暫定運用は役員会の決議をもって運用できるものとする。

第八条

　　　中国支部の分会は、必要に応じて編成できるが、支部役員会の決議を得るものとする。

＜附図＞

2020年2月現在

　　　

中国地区西部 中国地区東部

＜附則＞

　　①　この会則は、2020年１月1日から施行する。

【制定・.改定の経緯記録】

制定：案 2019年9月4日　あきの会とびんごの会　会長ほか相談役＆副会長と中国支部燧会理事出席の

打合せ内容を基に素案作成後、両会で意見調整して（案）作成

⇒11月4日　あきの会　松尾会長と電話で確認、了承

2019年12月14日　びんごの会役員会で承認

2020年1月25日　あきの会.役員会で承認

2020年2月15日　発足臨時総会を開催して、審議、承認

東予支部
国領会

松山支部
雄風会

関西支部
関西燧会

燧会

広島県
西部地区

広島県
東部地区
岡山県

西部地区

中国支部
中国ひうち会

関東支部
関東ひうち会

燧びんごの会燧あきの会



期間 ： 2019年　　～2020年12月31日

一 燧会理事 （１名） 米田　珠美 あきの会

二 支部長 （１名） 米田　珠美 あきの会

三　　副支部長 （２名） 松尾　輝樹 あきの会
井上　.義隆 びんごの会

四　 青年部部長 （１名） 金井　伸二 あきの会

五　　青年部副部長 （1名） 三浦　務 びんごの会

六 会計窓口担当 米田　珠美 あきの会 理事が変わっても会計窓口継続

　　　役員は、各分会の推薦により選出し、任期は２年とする。　期日は、１月１日から翌年１２月３１日までとする。
但し、再任は妨げない

但し、初年は次期理事変更時期に合わせて役員を再選出する。

審議・確認事項

＊　ひうち会の表示は、漢字の燧会か、ひらがな表示か審議の結果、『中国ひうち会』に決定

①中国ひうち会　の第1回総会は、2021年　＊＊月、　燧会本部の総会の前がベターか？

　　　 あきの会の地、広島で行う。　　　次回は、びんごの会の地、福山

②燧会本部へOB教員または教員の派遣を依頼して、会員の参加増を図るか・・・

③あきの会、びんごの会の活動実績などは、どのように報告するか・・・総会、または懇親会で紹介するか？

④役員会は、年１～２回行う。　　あきの会とびんごの会の交流会等を活用する。

⑤総会は、前役員が執り行う。　　２０２１年は、あきの会：米田支部長

燧会　中国支部　『中国ひうち会』　役員名簿


