峰ヶ丘会報

№ 154

平成 28 年度理事会報告
平成 28 年 6 月 18 日㈯ 13 時 30 分より、宇都宮市のホテ
ルマイステイズ 9F ルシールにて平成 28 年度理事会が開
催された。以下に項目別に議事内容を記載する。
１．開 会
司会の大栗行昭常任理事より、構成員数 122 名のうち、
出席 49 名、委任者 25 名、合計 74 名で、会議が成立して
いることが報告された。
２．物故者への黙祷
理事会の開催に先立ち、物故者への黙祷を行った。
３．同窓会長挨拶
和賀井同窓会長から、熊本地震に対する同窓会の対応や、
被災された方へのお見舞状を送付したことなどが説明され
た。また、今年の 11 月 19 日に第 4 回ホームカミングデー
が開催されることをうけ、同窓会としても、同窓生の多数
の参加を望んでいるとの報告があった。
４．議長選出
議長は慣例により、満場一致で、和賀井峰ヶ丘同窓会長
が選出された。
議題は 5 件であった。
５．会務報告
吉澤緑理事長より会務に関して報告がなされた。支部総
会合計 11 件、常任理事会 13 件、宇都宮大学各学部同窓会
連絡協議会などその他会議 8 件、大学入学式などのその他
行事 5 件、同窓会報 154 号の発行、支援制度として、学部
長表彰 1 件、学生支援制度 5 件があったことが報告された。
質疑等は特に無かった。
６．平成 27 年度決算報告及び監査報告
謝 肖男常任理事より平成 27 年度決算の報告があった。
歳入については、新学部への定員拠出により農学部への新
入生数が減少したため、会費が昨年度より減少しているこ
と、基本財産特別会計から一般会計への繰り出しは行われ
なかったことが報告された。歳出に関しては、ほぼ例年通
りであることが報告された。名簿発行特別会計に関して
は、例年通り、一般会計からの繰り入れが行われたことが
報告された。財産目録については、これまで運用してきた
国債が満期を迎え解約したことから、同額を 5 件の定期預
金としたことが報告された。続いて、中島教博監事より、
監査報告があり、会計書類等が適正であることが報告され
た。質疑では、玉城昌幸理事より、現在の同窓会の入会率
に関して質問がなされ、吉澤 緑理事長より、約 70％で
あること、入会していない学生の保護者に入会のお願いを
資料（学生支援制度の説明など）添付して送付し、入会率
を向上させる取組みが行われている事が報告された。次い
で、外山武比古東京支部長より、決算書の一般会計におけ
る歳入・歳出額が一致していないとの指摘がなされた。こ
れに対して、謝肖男常任理事ならびに吉澤緑理事長より、
記載された額に問題はないが、今後、資料の体裁を改善す
る必要があることが説明された。さらに、大久保尚彦理事
より、在学中の学生に対して、ＯＢやＯＧが就職などのア
ドバイスをする機会を同窓会で設定するといったような事
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業は行っていないのかとの質問があり、吉澤 緑理事長よ
り、授業などで就職支援に関する取組みが行われており、
その中で同窓生が関与しているものがあると説明がなされ
た。最終的に、本決算書は、会場からの拍手をもって承認
された。
７．役員改選
平成 28・29 年度の理事について、すでにブロック別の選
挙が行われており、資料に結果が記載されていることが報
告された。また、理事長、常任理事については、新たに、
理事長として杉田昭栄氏、常任理事として、安藤益夫氏、
大澤和敏氏を委嘱することが会長より提案され、拍手を
持って承認された。
次いで、会長および副会長の人事に関して、吉澤 緑理
事長より説明があり、各学科の理事から代表を 1 名選出し、
専任された理事、吉澤前理事長とともに別室にて協議した。
その後、吉澤前理事長より結果が報告され、引続き、和賀
井会長、竹永副会長に留任をお願いしたい旨報告され、拍
手により承認された。
８．平成 28 年度事業計画（案）
吉澤緑理事長より、１）理事会の開催、２）常任理事会
の開催、３）新入生歓迎会の開催、４）
「峰ヶ丘会報」の発行、
５）各支部総会への出席、６）農学部への協力支援、７）
ホームカミングデー共催、８）学生評議会の開催、９）「学
生支援制度」の実施、10）教員会員への「教員研究支援制
度」の実施、11）その他（大学等への支援）を事業として
行うことが提案され、拍手により承認された。
９．平成 28 年度予算（案）
謝肖男常任理事より平成 28 年度の予算案の説明がなさ
れた。始めに、資料の体裁について、今後検討する必要が
ある旨、説明がされた。一般会計の歳入において、利子
収入が前年度より大きく減少しているが、国債が満期を迎
え、今年度からは国債の金利が激減した関係で国債の運用
ができずに定期預金へ変更されたことによると説明がなさ
れた。また、一般会計の歳出は、例年通りであることが報
告された。基本財産特別会計では、一般会計への繰り出し
が予定されていること、名簿発行特別会計では、本年度は
一般会計からの繰り入れが予定されていないことが報告さ
れた。質疑は特に無く、拍手によって承認された。
10．その他
特になし。すべての議事が終了し、14：45 に閉会した。
次いで、15：00 より懇親会が、小笠原 勝常任理事の
司会により開始された。始めに和賀井睦夫会長より挨拶が
あり、次に顧問である石田朋靖学長より祝辞があり、大学
の現状について説明がなされた。引続き、顧問である夏秋
知英農学部長より農学部の現況が説明された。次に、竹永
博副会長より、話題提供として、JR 東日本の新幹線で配
布されているトランベール 5 月号に峰ヶ丘講堂が掲載され
ていることが紹介された。次に、星 恒徳福島支部長の発
声で乾杯が行われ、懇親会が開会された。中締めでは、出
席者の最年長である、中根淑夫理事のかけ声で万歳三唱が
行われ、散会した。
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１．支部総会等の開催
2015．７．11 茨城支部総会：竹永副会長
2015．９． ３ 栃木県庁支部総会：和賀井会長他 4 名
2015．９．12 岩手支部総会：安藤先生
2015．９．26 宮城支部総会：小笠原理事
2015．11．20 群馬支部総会：大栗理事
2015．11．21 秋田支部総会：房理事
2015．11．28 福島支部総会：田村理事
2015．11．28 新潟支部総会：竹永副会長
2015．12．４ 宇大支部総会：和賀井会長
2015．12．５ 栃木県高校教職員連絡会：和賀井会長
2016．１．30 埼玉支部総会：竹永副会長
２．常任理事会等の開催
2015．７．13 第 1 回常任理事会及び引継会
2015．８．28 第 2 回常任理事会
2015．９．10 宇都宮大学各学部同窓会連絡協議会
2015．９．18 第 3 回常任理事会
2015．10．30 第 4 回常任理事会
2015．11．18 第 5 回常任理事会
2015．12．４ 第 6 回常任理事会
2016．１．20 第 7 回常任理事会
2016．１．29 学生評議員会
2016．２．23 宇都宮大学各学部同窓会連絡協議会
2016．２．29 第 8 回常任理事会
2016．２．29 農学部ホームカミングデー実行委員会
2016．３． ９ 第 9 回常任理事会
2016．４． ８ 第 10 回常任理事会
2016．４． ８ 農学部新入生歓迎会
2016．４．15 農学部ホームカミングデー実行委員会
2016．４．27 第 11 回常任理事会
2016．５． ９ 第 12 回常任理事会
2016．５．10 全学ホームカミングデー実行委員会
2016．６． ３ 農学部ホームカミングデー実行委員会
2016．６． ８ 第 13 回常任理事会
2016．６．18 平成 28 年度理事会
３．その他の行事
2015．７． ５ 教育学部同窓会定期総会：和賀井会長
2016．３．24 宇都宮大学卒業式：和賀井会長
2016．４． ６ 宇都宮大学入学式：和賀井会長
2016．４． ８ 農学部新入生保護者説明会：和賀井会長
2016．５． ９ 平成 27 年度会計監査

会長委嘱理事（平成 28 年度）
理 事 長
常任理事

〇杉田 昭栄（畜 51）
生物資源科学科
小笠原 勝（農 54）
房
相佑（農院Ｈ５）
応用生命化学科
謝
肖男（生化Ｈ 16）
農業環境工学科 〇大澤 和敏（環Ｈ 11）
農業経済学科
〇安藤 益夫（経 54）
森林科学科
石栗
太（森Ｈ９）
（○印：新任）

平成 28・29 年度理事・監事
理事（53 名）
関谷 治男（農 19）
菊地 正憲（農 45）
高橋 滋（農 48）
木村 陽一（農 50）
川口 桂市（農 55）
植木与四郎（農 58）
川原 直人（生植 H ７）
鷲尾 一広（生応 H ７）
上田 正人（生応 H ８）
九鬼 レイ（生植 H27）
浅野 冨雄（林 25）
杉山 栄（林 36）
小松 茂夫（林 45）
斉藤 倫明（林 55）
津布久 隆（林 58）
渡辺 和男（林 60）
岩上 真美（森 H ８）
大橋 洋二（森 H ９）
木野本 亮（森 H12）
五味仙衛武（経 23）
伊澤敬一郎（経 29）
玉城 昌幸（経 35）
津谷 好人（経 45）
関川 元樹（経 50）
國谷
渡（経 51）
野口 隆夫（経 55）
黒後 貞夫（経 H ７）

金敷 裕史（経 H ９）
佐藤麻由美（経 H26）
中根 淑夫（獣 20）
青木 知義（畜 36）
植木 保夫（畜 40）
遠藤 彰夫（畜 51）
橋本 良巳（畜 54）
影山 修平（生動 H ７）
星
一美（生動 H11）
渋井
亨（土 25）
大野 敬治（工 39）
富田平四郎（工 41）
福田 靖夫（開 54）
荒井 真一（開 58）
五月女寛行（環 H ７）
大久保尚彦（環 H12）
森島 史明（環 H25）
羽生
愰（化 24）
加藤 秀正（化 40）
宇田
靖（化 45）
杉田 和之（化 50）
渡辺 正夫（化 51）
柴山 雅子（生化 H ７）
川島 美幸（生化 H ８）
三柴 祥子（生化 H ９）
高橋 廣美（総農 42）

監事（３名）
田中 秀幸（化 43）
立壁 敏夫（林 46）
稲見 定幸（経 H ８）

４．「峰ヶ丘同窓会報」の発行
2015．10．１ 第 154 号発行
５．支援制度
教員教育研究支援制度（学部長表彰副賞） 計 1 件
学生支援制度（学費支援・学部長表彰副賞） 計 5 件
以上会務報告

理事会の様子
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