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新座稲門会第１１回総会 書面による審議について 

 

拝啓 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より新座稲門会活動にご支援を承り厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染者は減少するどころか増加してきており、まだまだ予断を許さない状況で

す。 

さて、本来ならば新座稲門会第１１回総会を開催する時期になっておりますが、以前、ご案内い

たしましたように、校友会から会員の集まる稲門会活動は１２月末日まで自粛するよう要請されて

おります。 

つきましては、皆様方にお集まりいただいての総会は中止し、総会資料をお送りして書面での審議

をお願いすることになりました。 

各議案につきましては、賛否およびご意見を同封のハガキにてご回答いただくようお願い申し上げ

ます。 

なお、新座稲門会は今年で創設１０年目になり、本来ならば記念のイベント等を開催したいところ

でありますが、このような状況ですので、来年まで延期したいと考えております。 

 

皆様方にはコロナ感染には十分注意され、お過ごしくださるようお願い申し上げます。 

 

敬具   

 

 

２０２０年７月２７日 

 

                                                              新座稲門会 

会長 伊藤 雅夫 

 

 

 

 



 

第１１回総会の書面表決について 

 

■同封する書類 
以下の書類を同封しました。 

 

 

 

■表決の方法 
１．同封した書類等をご確認ください。 

２．「新座稲門会第 11回総会（書面議決）議題」について、それぞれの議案についての賛否を、同封

しました「返信用はがき（第１１回新座稲門会総会表決書）」のそれぞれの議案の欄の（賛・否）の

いずれかに〇をつけることで表決願います。 

３．議案、その他にご意見がありましたら、また住所・電話・メールアドレス等の変更がありましたら、

返信用はがきの記入欄にその旨をご記載ください。 

４．返信はがき（第１１回新座稲門会総会表決書）の到着締め切りは、２０２０年８月１５日到着分まで

といたします。 

５．締め切りまでに到着した返信用はがき（第１１回新座稲門会総会表決書）により、それぞれ議案の

賛否のいずれ過半数に達したものを議決とさせていただきます。 

 

以上よろしくお願いいたします。 

 

＜お問い合わせ＞ 

このことについてのお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。 

〒352-0035新座市栗原 5丁目 15-14 

    齋藤 泰秀（新座稲門会幹事長） 

電話: 090-1437-5215     E-mail : yass@waseda.jp 

 

 

１．新座稲門会第 11回総会（書面議決）議題 

     【第１号議案】新座稲門会会則改正案 

【第２号議案】令和元年度度事業・活動報告  

【第３号議案】令和元年度会計決算書・会計監査書 

【第４号議案】令和２年度事業・活動計画案 

【第５号議案】令和２年度会計予算案 

【第６号議案】令和２年度役員案 

２．依頼事項等 

① 年会費納入のお願い 

② 稲門祭記念品購入のお願い 

３．返信用はがき（第１１回新座稲門会総会）表決書 



新座稲門会第 11回総会 書面議決資料 

 

第 1号議案  新座稲門会会則の改正 

今回、新型のコロナウイルス感染症拡大防止のために総会の招集が困難になったことから、書面議決に

より承認事項の審議をお願いすることにいたしましたが、このことについて会則上可能にするために会則

第 6条（総会）に⑥の一項を加えることを提案します。それと合わせて、第 2条（事務所）の文言修正、第 4

条(役員）④を実態に合わせて内容及び文面整理、第 6 条(総会)④で承認事項に「活動方針、予算」を追

加、⑤として議決要件の追加を提案いたします。改正案と、新旧表は以下のとおりです。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

新座稲門会会則改正案（赤字が改正部分） 

第 1条（名称） 

名称は「早稲田大学校友会埼玉県支部 新座稲門会」（以下本会という。）とする。 

 

第 2条（事務所） 

本会の事務所を会長宅に置く。 

 

第 3条（目的、事業・活動） 

① 本会は会員の交流を図り、相互の親睦を深めるための事業・活動を実施し、その事業・活動を通じて

地域と母校の発展に寄与することを目的とする。 

② 本会の事業・活動は、会員の要望・意見等を尊重の上、幹事会で基本方針を定めこれを実施する。 

 

第 4条（会員） 

① 新座市及び近傍地に居住もしくは勤務し、本会の目的に賛同する校友は本会の会員になることがで

きる。 

② 上記にかかわらず、幹事会が承認したものは本会の会員になることができる。 

 

第 5条（役員） 

① 本会には次の役員を置く。役員は協力して本会の運営を担う。 

・会長（1名） ・副会長（若干名） 幹事（10名以上） 

② 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長が不在または事故あるときはこ

れを代行する。 

③ 会長、副会長は役員の互選により選出する。 

④ 以下については必要に応じて幹事や会員の中から会長が委任する。 

・幹事長、副幹事長、会計、会計監査、広報等の会務役職 

・定例行事や文化・スポーツ・レクリエーション行事等の企画担当 

・早稲田大学商議員、校友会代議員、校友会関係委員等の候補者 

・顧問 

⑤ それぞれの任期は一年（次の年次総会まで）とし、重任を妨げない。 

 

第 6条（総会） 

① 総会は原則として年 1回、年度終了後 3か月以内を目処に開催する。 

② また、会長もしくは幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 



③ 総会は会長が招集する。 

④ 役員の選任、事業・活動報告、会計報告、事業・活動計画、予算、会則の改定、及びその他重要事項

は総会の承認事項とする。 

⑤ 総会において承認を必要とする事項については、出席会員の過半数をもって決定する。 

⑥ 災害その他の事情により総会を招集できない場合には、書面による議決をもって総会に代えることが

できる。その場合、期限までの書面での回答の過半数をもって承認を必要とする事項の決定とする。 

 

第 7条（幹事会および本会の運営） 

① 幹事会は本会及びその事業・活動、運営に関する諸事項を合議の上実施し、本会の運営を担う。 

② 幹事会は会長、副会長、幹事で構成し、会長が適宜、招集する。 

 

第 8条（会費、会計） 

① 会員の年会費は 3000円とする。なお、同一家族 2人目以降の会員の年会費については 1000円とす

る。 

② 本会の会計の管理、運営は幹事会において行う。 

③ 幹事会は毎年 3月末の会計収支監査結果について年次総会に報告を行う。 

 

第 9条（事業・会計年度） 

本会の事業・活動期間、会計期間は毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までを一年度とする。 

 

第 10条（その他） 

① 会員相互の政治・宗教などの勧誘活動ならびに営利活動は、稲門会の趣旨に則り自粛する。 

② 本会の事業・活動、運営において協議・調整が必要な時は、幹事会で協議・調整し対処する。 

 

附則  

この会則は 2010年 10月 2日から施行する。 

この会則改正は、2011年 7月 2日から施行する。 

 

新座稲門会会則改正案 新旧表 

旧 新 

第 2条（事務所） 

本会の事務局を会長宅に置く。 

第 2条（事務所） 

本会の事務所を会長宅に置く。 

第 5条（役員）④幹事長、常任幹事、副幹

事長、事務局長、会計、会計監査、広報

等の職務や委員、顧問、相談役、定例行

事や文化・スポーツ・レク行事等の企画

担当は、必要に応じ会長が幹事や会員

の中から指名しこれにあてる。 

第 5 条（役員）④以下については必要に応じて幹事や会員の中から会長

が委任する。 

・幹事長、副幹事長、会計、会計監査、広報等の会務役職 

・定例行事や文化・スポーツ・レクリエーション行事等の企画担当 

・早稲田大学商議員、校友会代議員、校友会関係委員等の候補者 

・顧問 

第 6条（総会）④役員の選任、事業・活動

報告、会計報告、会則の改定、その他重

要事項は総会の承認事項とする。 

第 6 条（総会）④役員の選任、事業・活動報告、会計報告、事業・活動計

画、予算、会則の改定、その他重要事項は総会の承認事項とする。 

 ⑤総会において承認を必要とする事項については、出席会員の過半数を

もって決定する。 

 ⑥ 災害その他の事情により総会を招集できない場合には、書面による

議決をもって総会に代えることができる。その場合、期限までの書面

での回答の過半数をもって承認を必要とする事項の決定とする。 



 

第２号議案 令和元年度（2019年度）事業・活動報告 

 令和元年度(2019年度)の活動について、活動記録と活動メモをもって報告といたします。 

 

 事業・活動記録 
 ≪平成３１年≫ 
☆4月 5日 第 1回稲門祭実行委員会 井深記念ホール 不参加 

★4月 17日 幹事会  池袋西口喫茶店「フラミンゴ」 6名出席 

☆4月 21日 ５市幹事長会（16時～） 川口リリアラウンジ 齋藤幹事長 

埼玉県支部役員幹事会 銀座アスター川口賓館 齋藤幹事長   

≪令和元年≫ 

★5月 19日 第 7回「森の音楽会」 北野三丁目「憩いの森 小見野、伊藤会長、伊藤博・幸子幹事夫妻 

★6月 16日 「山梨さくらんぼ狩り食べ放題バスツアー（山梨）」 4人参加 

☆6月 28日 埼玉県支部西地区懇親会  川越市新富町 「モデスティ」 伊藤会長・齋藤幹事長 

☆7月 6日 商議員会   伊藤会長・本多顧問 

☆7月 20日 校友会埼玉県支部幹事長事務局長会 大宮ソニックシティ 802会議室  齋藤幹事長 

         ５市幹事長会 16:30～ 齋藤幹事長       

★7月 27日 平成 30年度（第 10回）定期総会 大隈会館Ｎ棟 201会議室 18人参加 

☆8月 3日 富士見三芳稲門会主催「５市懇親麻雀大会」みずほ台大三元 小見野副会長、齋藤幹事長(懇親会)  

☆8月 17日 朝霞稲門会主催講演会「「世界が丸わかりー国旗のお話」 朝霞市図書館視聴覚室 

☆8月 26日 稲門祭模擬店実行委員会結団式 一休志木店 齋藤幹事長 

☆9月 14日 埼玉県支部役員幹事会(17:00～)銀座アスター川口店 伊藤会長、齋藤幹事長 

         5市打ち合わせ 16:30～ 川口リリア  伊藤会長、齋藤幹事長  

☆9月 28日 校友会秋季代議員大会 大隈講堂   吉開副会長、秋浦副会長、富岡副幹事長、（細川幹事） 

★9月 29日 「豪華！松茸料理」バスツアー  4名 

★10月 5日～13日 倉田タカユキ作品展  三鷹ギャラリー・カパリスン 

★10月 10日 幹事会 池袋フラミンゴ 8名 

☆10月 13日 飯能・日高稲門会１０周年記念式典・祝賀会 飯能市民会館  伊藤会長 

☆10月 20日 稲門祭 2019 ５市連携模擬店出店  伊藤会長、伊藤幹事夫妻、齋藤幹事長 

★10月 27日 第８回「森の音楽会」 北野三丁目「憩いの森」  小見野副会長、秋浦副会長、伊藤幹事夫妻 

★11月 2日 「埼玉県漢詩連盟」公開講演会 平林寺書院（パーシモンホテルに変更） 3名 

☆11月 7日 稲門祭模擬店実行委員会解団式（一休志木店）  齋藤幹事長 

☆11月 9日 埼玉県支部大会 熊谷・ホテルガーデンバレス  伊藤会長 齋藤幹事長 

★11月 16日 第３回「気軽にできる転倒予防体操」 にいざほっとぷらざ４Ｆ 講師:貝沼伸江さん  

伊藤会長夫妻他多数参加 

☆12月 ７日 商議員フォーラム  本多顧問 

≪令和２年≫ 

☆1月 5日 「第９回早稲田駅伝」 夢の島競技場  5市連携活動（新座主管） 秋浦副会長ほか 

★1月 25日 十文字学園星野先生との懇談   伊藤会長、小見野副会長、齋藤幹事長 

★2月 8日 「新年会」 エアストリームカフェ (新座駅南口駅前) 22名参加（事前ボウリング 6名参加） 

☆2月 15日 「５市懇親ボウリング大会」 CKボウル新座 伊藤会長、吉開副会長、細川幹事、（懇親会）齋藤幹事長 

☆3月 7日 校友会春季代議員会    大隈講堂    中止 

★4月 1日 幹事会         中止 

☆4月 18日 役員幹事会 川口リリア銀座アスター 中止 

★6月 23日 Ｚｏｏｍによる第 1回リモート幹事会  11名参加 

☆6月 27日 臨時代議員会     中止 

☆7月 4日  商議員会     中止 

☆7月 18日 埼玉県支部幹事長事務局長会 大宮ソニックシティ  中止 

★7月末   第 11回総会（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面審議とする。） 

 

 

 

 



事業・活動メモ 

■訃報  

今野一男さん（副幹事長・昭 55法） 6 月 20日未明 原発不明がんのためご逝去されました。 65

歳でした。 今野さんは新座稲門会の立ち上げに関わられて以来、活動の要として事務局長、副幹事

長としてご活躍いただきました。ホームページの立ち上げやメーリングリスト、ＳＮＳなどの活用なども

今野さんの功績です。 一昨年、役員をされていた東急リバブルを退職されたのち日本語教育の学校

に通われて長年の夢であった日本語教師として活動を始められていました。これからというところでと

ても残念です。改めて今野さんのご冥福をお祈りいたします。 

 

■商議員 校友会代議員改選 

埼玉県支部より新座稲門会については、従来通り商議員 2名、代議員 3名の枠が提示されました

ので、幹事会にお諮りし、これまでどおり、商議員として伊藤雅夫会長、本多昭次顧問、代議員として

吉開隆志、秋浦良子両副会長、富岡修宏副幹事長を推薦し、就任いただきました。任期は 2年です。 

なお、新座稲門会内では小見野副会長（年次稲門会枠）、貝沼幹事（職域稲門会枠）、信賀宏さん（職

域稲門会枠）、細川幹事（組織強化枠）で代議員になられています。 

 

■HUGネット（ふるさとの緑と野火止用水を育む会）との連携 

十文字学園女子大学星野教授より、HUGネット（ふるさとの緑と野火止用水を育む会）に新座稲門

会入会のお話をいただき伊藤会長、小見野副会長、齋藤幹事長とで星野先生にお会いした。 

  新座稲門会としても HUGネットと連携して種々イベントに参加出来るので入会をお願いして承認い

ただいた。小見野副会長に代表としての参加をお願いした。次回の HUGネット代表者会議には伊藤

会長と小見野副会長参加予定。 

 

■ホームページの管理 

従来、今野副幹事長がホームページの管理をされていましたが、昨年 10 月より会員の新井均さんに

お願いしています。なお、新井さんは 3月に東洋新報社より「世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注

目するのか」を出版されています。 

 

■新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援金 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、アルバイトができない、親の収入が減っているなどにより 

多くの早大生が困窮しつつあるとのことで、大学より緊急支援（寄付）の要請がありました。すでに会員

のなかからも寄付におおじていただいていると思いますが、新座稲門会として会の財務が厳しいところ

ではありますが、幹事会に諮って些少ながら 3万円を寄付させていただきました。 

 

  



第４号議案  2020年度（令和２年度）事業・活動計画案      

しばらくは新型コロナウイルス感染症のため活動が制限されることになるが、対策を講じるなど工夫して

活動を継続していきたい。 

 

１．定例行事 

  新型コロナウイルス感染症拡大により今年 12 月末までの活動自粛が要請されていることから、 

2021年年明け以降に定例行事を予定します。 

・2021年度（令和３年）新年会      2021年 1月末または 2月初めに開催 

・第 12回総会                2021年 7月初旬 

２．特別行事・記念行事等 

   活動自粛が要請されていることから、創設１０周年記念企画については 2021年度に実施する 

ことを目標に、幹事会で検討し、あらためて提案させていただきます。 

３．スポーツ・健康分野、講演会・文化行事 

新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、活動自粛が要請されているので、２０２１年 

年明け以降に可能であれば行事を設定する。  

４．音楽分野行事 

・森の音楽会の共催   10月、5月 

※オープンエアなので、感染防止策（検温、マスク・フェイスシールド着用、アルコール消毒、 

ソーシャルディスタンス等）を講じたうえで対面で開催するものとする。 

５．旅行会 

・バスツアー企画： 従来利用してきた太平観光バスツアーは、コロナウイルス感染予防対策を 

十分にされているが、活動自粛が要請されている折り、会としての実施は見合わせることとする。 

６．幹事会 

Ｚｏｏｍ等によるリモート開催、または感染防止策（検温、マスク・フェイスシールド着用、アルコー 

ル消毒、ソーシャルディスタンス等）を講じたうえで対面で開催する。 

７．校友会関係行事等 

※校友会事務局、および校友会埼玉県支部より、以下の各会議等については 12月 31日まで自

粛となる 

商議員会、商議員フォーラム等、・代議員大会、稲門祭、奨学金授与式等大学行事、 

埼玉県支部大会、埼玉県支部役員幹事会議（4月）（9月）、幹事長事務局会議(7月)等 

埼玉県支部西ブロック懇談会等 

８．近隣五市稲門会の連携 

・連携懇親行事（稲門祭模擬店、早稲田駅伝、ボウリング大会、麻雀大会等）は当面自粛 

・5市会長会、幹事長会議についてはリモートを含め開催を検討する 

・2021年度埼玉県支部大会について、埼玉県支部より近隣５市稲門会主管での実施が要請 

されているが、現時点で進展がない。近隣 4市稲門会と協議していくが、適宜状況を幹事会に 

報告し相談する。会員にも適宜お知らせする。 

・近隣稲門会と合同での創設記念企画の話が出ている。今後 5市幹事長会等での調整し、 

幹事会での検討等を進めたい。 

   

  



第６号議案   令和２年度（２０２０年度）役員案 

 今年度の役員については、亡くなった副幹事長今野一男さんの補充を行わず、それ以外の令和元年度
役員全員に留任いただきます。 

 

役職 氏名 卒年/学部等 その他 

会長 伊藤雅夫 66理工/68工研院 大学商議員 

副会長 小見野成一 74政経  

副会長 吉開隆志 74法 校友会代議員 

副会長/会計 秋浦良子 85法 校友会代議員 

幹事長 齋藤泰秀 79理工  

副幹事長 富岡宏修 86商  

会計担当幹事 伊藤幸子 84教育  

会計担当幹事 （秋浦良子）   

会計監査 伊藤 博 84教育  

会計監査 柴田之嗣 93社学 （海外赴任中） 

幹事 篠原昭司 75理工  

幹事 細川太嘉司 76法 本部専門員  

幹事 田中幸弘 82社学  

幹事 鎌田 出 83一文/88院文研  

幹事 鎌田ひろ美 83一文  

幹事 貝沼雅人 84理工  

幹事 倉田孝之 85一文  

幹事 山田耕一 97社学  

顧問 池田 稔 68商  

顧問 本多昭次 69商/71院商研 大学商議員 

 

 

 

   

   ＊資料は以上です。ご審議ありがとうございました。 


