
■理事会のご報告

『同志社校友会愛知支部 第９５回 新年理事会議事録』

日 時 ・場 所
平成２２年２月２２日（月) １８ ：００～ 
名古屋観光ホテル 

出席者（敬称略）

支部長 伊藤 範久

顧  問 石原 吉三郎  杉浦 貞男  大島 寅夫

参  与 久保田 圭哉  加藤 耕子  鈴木 實雄  中林 良夫 丹羽 耕太郎

副支部長 山口 茂樹  嶋田 健二  千賀 哲郎  田島 和憲  大林 市郎 児
玉たまみ 

常任理事 八神 弘雄  野村 秋博  関谷 昌詮  平野哲始郎  佐藤 教博 
堀川 晶夫  筒井  弘  山脇  実  高坂  毅  小川  隆 
高倉  績  石田 芳弘  藤森 源久  宮崎 晃吉  畠山  昇 
稲熊 裕之  勝  康生  加藤 宏幸  岩井 良明  神谷 紀子 
松村 陽明  橋本篤一郎  古川 英樹  正木  桂  籔下 浩二 

理  事 安藤 猛夫  兼古 由巳  今泉 純子  齋藤愼一郎  山本 吉正 
大井 弘久  大野 寿雄  磯部  茂  柴田洋治郎  古川 一也 
飯田  裕  澤井 秀介  河村 正樹  横井 清和  山中光太郎 
宮谷 英樹  丹羽 宏行 

（理事候補者） 安藤 義宗  氏家 鉄也  伊藤 誠敏 

 
伊藤支部長挨拶 
 
 伊藤範久支部長より就任にあたっての挨拶がなされるとともに、専務理事および副支
部長からも新体制となったことから一言ずつ挨拶がなされた。 伊藤支部長からは「明る
く、楽しく、皆が集える同志社校友会愛知支部」を目指して、頑張っていくので、皆さまに
もご協力をいただきたい旨の挨拶をいただいた。 

議  事 
１．審議事項 
 
（１）平成２１年度愛知支部決算承認の件 ［別紙１］ 
神谷事務局長より、平成２１年度（２００９年度）愛知支部決算が報告され、承認された。 
 
（２）参与選任承認の件 
山口専務理事より、昭和３７年法学部卒 中林 良夫（前副支部長・総会実行委員長）の
参与 選任の件が諮られ、承認された。 
 
（３）理事候補選任承認の件 ［別紙２］ 
山口専務理事より、理事候補選任の件が諮られ、承認された。 
 
（４）各同好会平成２１年度決算承認の件 
佐藤教博常任理事より囲碁クラブの決算書が提示され、承認された。［別紙３］ 
堀川晶夫常任理事よりゴルフクラブの決算書が提示され、承認された。［別紙４］ 
松村陽明常任理事よりラグビー同好会の決算書が提示され、承認された。［別紙５］ 
 
（５）委員会規程改正の件 ［別紙６］ 
山口専務理事より、委員会規程改正の件が諮られ、承認された。 
 
（６）慶賀承認の件 
山口専務理事より、昭和４４年商学部卒 石田 芳弘常任理事の衆議院議員就任に伴
う、 記念品贈呈の件が諮られ、承認された。なお、当日、石田常任理事が参加されたた
め、 理事会の席上にて、記念品を贈呈した。 
 
（７）平成２２年度同志社愛知県校友会総会・懇親会の開催日・会場承認の件 
山口専務理事より、平成２２年度校友会総会および懇親会の日程を、平成２２年１１月 
２１日（日）に、名古屋観光ホテルにて開催することが諮られ、承認された。 
 
（８）その他 



山口専務理事より、常任理事会および理事会の運営方法（会費徴収方法や負担額）に
ついて 事務局としての考え方を披露するとともに、議論がなされた。 
事務局より常任理事会および理事会の参加費用を２，０００円とすることを諮ったところ、 
承認された。 
 
２．報告事項 
 
（１）副支部長・専務理事・常任理事選任の件 ［別紙７］ 
山口専務理事より副支部長、専務理事および常任理事選任の件を報告された。 
 
（２）各委員会委員長選任の件 
山口専務理事より、組織委員長を嶋田健二副支部長（昭和４２年法学部卒）、 財務委員
長を田島和憲副支部長（昭和４５年経済学部卒）、総会実行委員長を 小栗成男副支部
長（昭和６２年商学部卒）とすることが報告された。 
 
（３）事務局の変更、事務局長・事務局次長選任の件 
山口専務理事より、事務局長を神谷紀子常任理事（昭和６１年文学部卒）、事務局次長
を 籔下浩二常任理事（平成３年商学部卒）とし、事務局を名古屋市中区丸の内一丁目４
－１２ AREXビル２F神谷紀子税理士事務所内（電話（052）205-9800）におくことを報告さ
れた。 
 
（４）平成２２年度理事会・常任理事会開催スケジュールの件 
山口専務理事より、本年の常任理事会開催日を５月２７日（木）１８時～、８月１７日（火） 
１８時～および理事会を１０月５日（火）１８時～として開催することが報告された。 
なお、いずれも会場は名古屋観光ホテルにて開催予定であります。 
 
（５）同志社東三河会新年会報告の件 
大林市郎副支部長より、東三河会新年会の開催について、報告された。 
 
（６）政法会東海支部総会開催案内の件 
関谷昌詮常任理事より、政法会東海支部第１２回定時総会を、平成２２年５月２２日（土）
に 「東天紅 名古屋店」にて開催する旨の報告がされた。 
 
（７）その他 
千賀哲郎副支部長より、平成２２年１月２３日に開催した西三河会新年会について報告 
された。新年会では、大島寅夫顧問をお招きするとともにライブも開催され、６０名もの 
参加者もあり盛況に開催された、との報告であった。 
 
以 上  



別紙　1

同志社校友会愛知支部　(単位;円)

平成21年度収支決算書
自平成21年1月1日　至平成21年12月31日

支出 劔収入 

摘要 ���｢�当期 ��ﾘﾋ��摘要 ���｢�当期 ��ﾘﾋ��

(総会.懇親会費用) 懇親会飲食費 迭ﾃ33Rﾃ��"�5,018,733 ��#3�bﾃCC��(総会.懇親会収入) 会員券売却収入 迭ﾃ���ﾃ����4,668,000 ��#CC"ﾃ����

出演者謝礼 福引景品費 (事務運営費) 総会案内状等印刷費 都湯ﾃ3���#�Bﾃ3����ﾃC�rﾃSS"�179,390 246,588 996,292 ��#c�津�#��C"ﾃ#モ��#C#�ﾃ#c��学校法人等御芳志 (広告収入) 案内状等広告収入 ��CRﾃ����2ﾃSc�ﾃ����74,000 2,780,000 ��#s�ﾃ�����#s��ﾃ����

通信費及び振込手数料 ホームページ制作費 会議費 慶弔費 鉄C津sC���S"ﾃ#S���ﾃc32ﾃ�3B�c�ﾃ����564,990 152,250 1,179,728 0 ��Rﾃ#C"����#CSBﾃ#�b��#c�ﾃ����名簿販売収入 (その他の収入) ���Sc2ﾃ����0 500,000 ����#c2ﾃ����

雑費 鼎津c�R�54,869 迭ﾃ#cB�会議費一部負担収入 

交通費 (その他の支出) ���cづc���C�ﾃ����27,765 66,967 0 �#rﾃscR��#�ﾃcS"��#C�ﾃ����支部基金運用収益 同志社グッズ販売収入 その他 ラグビー愛好会 ���ッﾃ#����ィﾃ������0 92,200 17,861 646,263 ���bﾃ�����#�cbﾃ�3��cCbﾃ#c2�

同志社グッズ販売斡旋費 前期修正 劔受取利息 ��づCモ�7,528 ��#��ﾃ澱���

小計 ���ﾃ3��ﾃS���8,487,572 ��#�ﾃ�#"ﾃ�#��小計 湯ﾃccrﾃCモ�8,785,852 ��#ャ�ﾃc3b�

当期利益 ���298,280 �#唐ﾃ#���支部基金より 田C2ﾃ��"�0 ��#cC2ﾃ��"�

合計 ���ﾃ3��ﾃS���･8,785,852 ��#�ﾃS#BﾃcC��合計 ���ﾃ3��ﾃS���8,785,852 ��#�ﾃS#BﾃcC��

会員券売却収入は､キャッシュバック分(132,000円)相殺後の金額を計上しています
H21年会員券販売枚数は600枚です｡



潔
平成21年12月31日現在

同志社校友会愛知支部　(単位;円)

資産 劔負債及び基金 

摘要 ���｢�当期 ��ﾘﾋ��摘要 ���｢�当期 ��ﾘﾋ��

現金 普通預金 三菱東京UFJ銀行笹島支店 名古屋銀行本店 愛知銀行本店 笠寺郵便局 郵便振込専用口座 未収入金 20年チケット代 20年案内状等広告代 免ﾂﾃS#B�津�3�ﾃSs��c�2ﾃSs2�ccづ3S�����ﾃS������CBﾃ����C��ﾃ����16,639 8,833,067 781,922 698,821 1,058,735 122,910 264,0.00 380,0.00 迭ﾃ��R��#�途ﾃS���モﾃ3C��3�ﾃCc"��Sづ�SR��#"ﾃ�����#�ﾃ�����##�ﾃ����未払金 支部基金 前期繰越金 当期欠損金 釘ﾃsc"��"ﾃCッﾃツB��#cC2ﾃ��"�13,962 ll,843,852 298,280 湯ﾃ#����#cC2ﾃ��"�鼎�ﾃ#�"�

合計 免ﾂﾃイづc�B�12,156,094 �3�rﾃC���合計 免ﾂﾃイづc�B�12,15.6,094 �3�rﾃC���



監　査　報　告　書

私ども監事は,平成21年1月1日から平成21年12月31日までの

会計年度の平成21年度収支計算書及び平成21年12月31日現在の

貸借対照表を監査いたしました結果,適正であることを認めます｡

平成22年　2月　3日

部支知愛会友校礼義同
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別紙2

理事候補選任承認の件

理事候補者一覧

氏名 ��(ｼiD韜��学部 �+(ｼ駝��b�役職 儖Xﾖﾂ�

豊原洋治 傴ｩ��3��法 囘ﾉ69,ｨⅸx｢�特別顧問 ��ﾙD9yﾘ馼ﾏ9^(�"�

高橋克紀 傴ｩ��C2�経 囘ﾉ69,ｨⅸx｢�取締役副会長 ��ﾙD9yﾘ馼ﾏ9^(�"�

森久 傴ｩ��S"�法 �6x8�5馭��Hx｢�執行役員 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

村瀬茂行 傴ｩ��S2�法 �I&ﾘﾊxﾇ�(iYHｿ8ﾖ�ﾇ井����警備課長 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

安藤義宗 傴ｩ��經2�法 �6ﾈ6(686x8�5�(hｹ閂｢�副部長 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

山下真平 傴ｩ��SB�経 �ｨ6h985ﾂﾒ�広報部広報2室室長 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

加藤範久 傴ｩ��Sb�商 �ｩkﾉ584�8�986�7ｨ6X8ｲ�営業本部部長 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

杉崎正美 傴ｩ��Sr�法 冖ﾈﾌ8夊�9�ﾙk�ｼr�区役所改革等推進担当部長 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

常川雄次 傴ｩ��S��商 ��ﾅt��8xｲ�代表取締役 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

西利之 傴ｩ��c��エ �6x8�5韭�:竟Hxｨ6ﾈ6(695�8ｼigｹYB�地域統括部地区担当員 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

後藤正義 兌ﾙ�ﾈﾋ2�エ 冖ﾈﾌ8夊6x8�7�6(6xx｢�チーフマネジャー 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

吉田和正 兌ﾙ�ﾃ2�文 �7ｨ5h5X4ﾉ6Hｴ�x｢�主務 ��ﾙD9yﾘ馼ﾏ9^(�"�

文田浩史 兌ﾙ�ﾃ2�経 �ｨ蕀T�8ﾈｹ薺dｨｾ(ﾗ2�浄心支社法人第二課長 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

氏家鉄也 兌ﾙ�ﾃ��商 冢鞐ﾈﾉｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�施工統括本部 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

伊藤誠敏 兌ﾙ�ﾃ�2�商 �傅�扎ｶｨﾕｲ� 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�

以上15名
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同志社校友会愛知支部囲碁クラブ会計報告(平成21年)

期首繰越額85,471 

40回H.21.1.18 鼎���ゅ#�紕絣�42回H.21.8.30 鼎8��ゅ#��������計 

参加人員 �#)kﾂ�18名 �#�kﾂ�20名 ��

収入 ����77,000 田2ﾃ����70,000 都�ﾃ����280,000 年会費 ��36,000 ���ﾃ�����2,000 鼎づ����

合計 都rﾃ����99,000 塔������72.000 �3#づ����

支出 ��ﾉV��28,875 �#づ3S��28,875 �#づピR�114,975 

席料 �#2ﾃ����18,000 �#�ﾃ����24,000 塔bﾃ����

食事 ��づR����16,800 ��rﾃcC��18,480 都�ﾃC#��

葉書 �2ﾃW���7,000 �2ﾃS���3,500 ��rﾃS���

雑費(コーヒー他) 塔���4,245 涛CR�945 途ﾃ�#R�

写真.切手.コピー 途ﾃ3S��3,600 途ﾃ���� ��rﾃ鉄��

特別会計 澱ﾃsc"� �� 澱ﾃsc"�

合計 塔づ都r�77,995 都づ田��75,80.0 �3#�ﾃs3"�

収支 椿ﾆﾂ纉sr�21.005 ��ﾃ�C��-3.80.0 澱ﾃ#c��

期末繰越額 涛�ﾃs3��

会計担当　　　　伊藤　英輔
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平成21度　同志社校友会愛知支部ゴルフクラブ　会計報告書

収入の部

前年度繰越金

年会費収入32名

雑収入

預金利息

収入の部.合計

¥793,295

¥1 60,000

¥541

¥953,836

支出の部

第64回コンヘo充当

第65回コンヘ○充当

第66回コンヘ○充当

その他雑費

次年度繰越金

支出の部一合計

¥48,323

¥59,068

51,109

¥5,120

¥790,21 6

¥953,836

ゴルフクラブ会員各位

~以上の通りご報告申し上げますと共に､本書並びに添付書類に相違ないことを証します

平成21年12月31日　　　ゴルフクラブ幹事　　　　　堀川　晶夫

上記決算内容について､帳簿及び証票を監査した結果､公正かつ適正に

処理されていることを認めます｡

2010年　2月3日

ゴルフクラブ会員　40年卒 伊藤　巌

監査報告



平成21年度　同志社校友会愛知支部ゴルフクラブ個別明細書

第64回(5/6)参加者17各　　於東名古屋cc　東コース

収入の部 ��支出の部 ��

当日会費 塔Rﾃ����賞品代 涛2ﾃ����

クラブより充当 鼎づ3#2�フラッグ代 ��ﾃ#���

カップ代 途ﾃ�3R�

郵送代 �2ﾃS#��

パーティ一代 �#づSS��

合計 ��32ﾃ3#2�合計 ��32ﾃ3#2�

第65回(9/16)参加者15名　　於　愛知カンツリー倶楽部

収入の部 ��支出の部 ��

当日会費 都Rﾃ����賞品代 塔Bﾃ����

クラブより充当 鉄津�c��フラッグ代 ��ﾃ#���

カップ代 途ﾃ3S��

郵送代 澱ﾃ�緜��

パーティ一代 �3RﾃCB���

合計 ��3Bﾃ�c��合計 ��3Bﾃ�c��

第66回(12/9)　参加者7名　　於岐阜カンツリー倶楽部

収入の部 ��支出の部 ��

当日会費 �3Rﾃ����賞品代 鉄"ﾃ����

クラブより充当 鉄�ﾃ����フラッグ代 ��

カップ代 澱ﾃ����

郵送代 釘ﾃ鼎��

パーティ一代 �#"ﾃ#b���

合計 唐綯ﾃ����合計l 塔bﾃ����

収入の部 ��支出の部 ��

報告書郵送代j �"ﾃ#R���

クラブより充当. 迭ﾃ�#��事務経費等 �"ﾃピ��

合計 迭ﾃ�#��合計 迭ﾃ�#��



同志社校友会愛知支部ゴルフクラブ(～ 劔平成21年度) 

月 �?｢�要項 假ｹ?ﾂ�支出 俶8ﾘ"�備考 

前期繰越 都�2�#迭� 都�2�#迭� 

2 �#2�三菱東京UFJ銀行 滴�ｳ�� ��利息 

3 �#R�アサヒヒサオ 迭����� �� 

3 �#b�ドウマエヒトシ 迭������ �� 

3 �#r�オガサワラ力ストシ 迭����� �� 

3 �#r�ナツメカスヨシ 迭����� �� 

4 �"�マツナガヨシヒロ 迭������ �� 

4 唐�フジモリモトヒサ 迭����｢� �� 

4 諜�R�ハシモトキヨタダ 迭����� �� 

4 �#��オオヤテツ 迭����� �� 

4 �#2�ヤマグチシゲキ 迭������ �� 

5 ���イソガイトシャ 迭ﾃ���� �� 

5 澱�スギウラサタ'オ 迭����� �� 

5 澱�ナカニシヨシアキ 迭������ �� 

5 澱�オオイヒ口ヒサ 迭����� �� 

5 澱�オガワタカシ 迭����� �� 

5 澱�ニワヒデマサ 迭����� �� 

5 澱�タシロアキラ 迭����� �� 

5: 澱�ホリカワアキオ 迭����� �� 

5 澱�スザワケンショウ 迭繝��� �� 

5■ 澱�カツヤママサアキ 迭����� �� 

5. 澱�マエダヒ口ユキ 迭����� �� 

5■ 售b�イトウユウジ 迭����� �� 

5. 售b�オオシマスエオ 迭����� �� 

5■ 澱�セオイワオ 迭繝���� �� 

5 澱�オカムラシュンイテロ 迭ﾃ���� �� 

5■ 售b�オオノトシオ 迭����� �� 

5■ 澱�イトウイワオ 迭����� �� 

3 ����郵便事業㈱ ��2.250 ��報告書郵送代 

3. �#��㈱エンチョー ��2.870 ��二事務用品 

3. �#2�郵便事業㈱ ��3.520 ��64回大会案内 

5. ���㈱三越 ��93.000 ��64tgl大会冨品代 

5. ���垂掬三越 ��7.035 ��64回大会レプリカ 

5 ���㈱三越 ��1.218 ��64回大会_フラッグ 

5■ 澱�64回大会会曹 塔R����� ��17名分 

5. 澱�烹名古屋カントリー ��28.550 ��64回大会.J<-ティ一代 

8. ��ｳr�三夢薫京UFJ銀行 ��#2� ��利息 

8. ��r�郵便事業㈱ ��4.940 ��65回大会案内 

9■ 途�郵便事業㈱ ��1.120 ��65回大会案内 

9_ ��B�㈱三越 ��84.000 ��65回大会冨晶代 

9 ��B�㈱三重環 ��7.350 ��65回大会レプリカ 

9 ��B�㈱三越 ��1.218 ��65回大会フラッグ 

9 ����ニシカワウタル 迭����� �� 

9 ��b�コウサ力ツヨシ 迭����� �� 

9 ��b�トヨノヽラヨウジ 迭����� �� 

9 ��b�65Ⅰ司大会会曹 都R����� ��15名分 

9 ��bｲ�愛知力ンツリー倶楽部 ��35.440 ��65回大会パーティ一代 

5 諜�R�オグリシゲオ 迭����� �� 

5 �#r�サガザキテルオ 励R����� �� 

7 �#��ヤマダヤスノリ 迭����� �� 

ー1 免ﾂ�郵便事業㈱ ��4.940 ��66回大会案内 

1ー �3����金文萱徽章㈱ ��6.909 ��66回大会レプリカ 

12 途�JR菓ラ毎高島屋 ��52.000 ��66回大会冨品代 

12 湯�6創司大会会費 �3R誚�� ��7名分 

12 湯��膝鼻力ンツJ)-億饗部 ��22_260 ��66B]犬舎バーチ一代 

合計 ����F��3b�358.620 都���#�b� 



残高証明書AC｡OUNT BALANCE CERTlFICATE

(全口座(勘定科目別) )

487-0011

愛知県　春日井市　中央台　7丁目13-16

同志社校友会愛知支部ゴルフクラブ
代表　堀川　晶夫　堀

150(0000060)0119 1150D B 001

hIUlI]lJH･･Jl･]]･)JJlHlI)JJ･日)･IJhh))･JJ･Jl･JJ･J]･JhJ

同文のもの　　1通発布の内弟　　1号

1ページ

平成　22年　01月19日

平成　22年　01月18日現在の貴方ご名義下記勘定残高について

相違ないことを証明いたしますo

TH】S JS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)

wITH The Bank oI TokyoIMHsubishi UFJ SHOW(S) THE

AMOUNT(S) lNDICATED BELOW･

誓蓋≡萎東京UFJ銀行
The Bank ofTokyo-Mitsub亨shi U FJl ud

お取引店　　名古屋営業部

電　　　話　　052(211)1111

○この証明書の金額は訂正いたしません｡

●金額は､証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがありますoこの場合はその金額をr(内決済未確認証券類)｣に表示します0

8 r当座貸越(総合)｣には､普通預金貸越型のカードローンEl利用額も含まれますo

+口座番号欄は､口座指定のご依頬の場合のみ表示します.
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H21年度同志社ラグビー愛好会会計報告書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位:円

項目 仞�ｧ｢�備考 

前期繰越金 都CづSS�� 

同早戟余剰金繰り入 ��ﾃ#��ﾃ����※1 

雑収入 �#RﾃC#��※2 

計 ��ﾃ都2ﾃ都�� 

支出の部

項目 仞�ｧ｢�備考 

雑費 鉄bﾃ#c��※3 

総会繰入金 ��釘ﾃc��� 

次期繰越金 ��ﾃs#2ﾃ����内訳は下記の通り※3 

計 ��ﾃ都2ﾃ都�� 

※1 ‥第3回東西対抗ラグビー事業での同大側の余剰金1, 846, 683円の内､約7割を繰り入れ

※2: DRCイヤーブック売上代金(25, 000円) ､預金利息(420円)

※3:DRCイヤーブック購入代金(55, 000円)､振込み手数料(1 , 260円)

次期繰越金の内訳※

項目 仞�ｧ｢�備考 

銀行預金 ��ﾃs#2ﾃ����UFJ銀行柳橋支店普通預金 

一計 ��ﾃs#2ﾃ����一′一■ 

以上の通りご報告申し上げますと共に､本書に相違ないことを証します｡

平成22年2月22日　同志社ラグビー愛好会会長八神弘

会計に関する証愚等を閲覧した結果､適正に処理されていることを証しますo

平成22年2月22日　同志社ラグビー愛好会会計監事宮崎晃



H21年度同志社ラグビー愛好会鹿会予算並びに決算報告書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　単位‥円

項目 冰ﾈ蠅�決算 儖Xﾖﾂ�

会費 ��S�ﾃ����135,000 ��c��

本会計より繰入 �#��ﾃ����194,610 ��

計 �3S�ﾃ����329,610 ��

支出の部

項目 冰ﾈ蠅�決算 儖Xﾖﾂ�

会場費(食事他) �#Cづ����249,325 �8ﾉ5hﾖr�

講演謝礼(お車代) �3�ﾃ����30,000 佰ﾈ�(蒴y郁��

宿泊費 ���ﾃ����10,000 �:��2�

D_RG陣中見舞金 �3�ﾃ�����30,000 ��

通信費 ��ｳ�ﾃ����10,000 �ﾙYﾈ,ﾘ*ｨ*ｹ�2�

雑費 ���285 處ﾈ�X��2�

予備費 �#"ﾃ����0 ��

計 �3S�ﾃ����329,610 ��

※1男性5, 000円X26名､女性2, 500円×2名



2009年ラグビー同早戦収支報告

収入の丘

校友会での頗売代金　　　　郡,050.800

チケットぴあでの販売代金　　　¥332,080

預金利息　　　　　　　　　　　　¥428

同志社校友会愛知支部* 2　　¥300,080

同志社校友会愛知支部　* 2　　¥700,080

ラグビー愛好会* 3

計 ¥8,382,506

支出の部

同早ラグビー共通口座* 1　¥4,438,000

¥332,080

同志社校友会愛知支部* 3　　¥300,000

同志社校友会愛知支部　　　　¥700,000

ラグビー愛好会*3

会議費　　　　　　　　　　¥525,398

横断幕作成費　　　　　　　　¥238,350

手数料　　　　　　　　　　　　¥1 ,995

余剰金*4　　　　　　　　¥1,8鴫683

計 ¥8,382,506

* 1本事業の同早共同口座-の振替金(早稲田側が管理)
* 2校友会愛知支部及びラグビー愛好会からの借受金
* 3校友会愛知支部及びラグビー愛好会からの借受金清算
*4余剰金の処理は､ラグビー愛好会口座に1,200,000円入金し､残金の内､振り込み手数料の

420円を差し引いた646,263円を校友会支部口座に振り込んだ｡

2009年同早ラグビー実行委員会

実行委員長　ノ局中　弘

事務　局

同志社ラグビー愛好会

会計監事宮崎晃



東西対抗ラグビー2009 (早稲田大学vS同志社大学) /収支

◆収　入

一般前売券 ���朱62�4,026,000 

同志社 釘ﾃC3づ����

高校生以下無料 �� 
一般当日券 ��757.500 

チケットぴあ ��332,080 

協会用前売券 ��一,300 

収入合計 ��9,554,880 

◆支　出

の会場費 ���^Hﾏh��8�4�7(�ｸ�｢�192,900 

②選手等交通費 �8ﾈｹ籐kﾈﾌ8壺���朱69�Xｧr��568,520 

京都-名古屋(同志社大学) �3�Bﾃ3���

③選手等移動妻 ���ｪI�ｸ��ｪH7ｨ6X8ｸ,�,x昆:�5�4�5h�ｹ�2�174,000 

④選手等宿泊費 �4ﾈ886(5�8ｸ7h8�5X7ｨ6X8ｲ�*帝uｹ�姥B��370,220 

⑤セレモニー葦 �5x8X6ｨ4��靱)�ﾘ8h6ｨ7H4��ｸ8�ｸ5ﾈ6(4�5��516,000 

ラグビーボ-ル代 ���2ﾃS����

チヤリーダー謝礼及び交通要 �##"ﾃcc��

応援部oB交通薯 �#"ﾃ����

児玉氏謝礼 鉄�ﾃ����

アナウンサー謝礼/宮部氏謝礼および交通 鉄Rﾃャ��

⑥アフターゲームファンクシ 唐����怜��s�kﾊIMY���2�一,478,915 

⑦記念品章 �6x8ﾘ7H4(�ｲ陜I�2�24,070 

(勤当日スタッフフォーム代 ���朱68ｾHｧ兀B�7X8�5�6x92�692,625 

⑨当日新聞作成費 ���朱685�7ﾈ�ｸ62�:�X��5�7ﾈ�ｸ62委�,ｩN�ﾂ�1.032,000 

⑩当Elスタッフ昼食費 ��185,000 

⑬道営会議費 ��783,700 

⑫販促妻.印刷費 �7ﾈ5�5��ｺH6�5�6(6zH7�987H8ﾈ6(6zIkﾈ謚H5�6x8�62�1,072,920 

⑬会場警備費 ��197,688 

⑭会場ゴミ処理費 ��83,2ー0 

⑬当日他経費 ��97,756 

支出合計 ��8,217,864 

粗利くラグビ-協会)
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委員会規程改正の件

委員会規程に定める各委員会を変更することから､委員会規程第1条を以下のように改正する｡

新規程

第1条　同志社校友会愛知支部(以下｢当支部｣●という)に次の

委員会を置く｡

(1)総会実行委員会

当支部の総会の企画､立案､運営等について一切を担当

(2)会員交流委員会

当支部の会員相互の親睦など会員間の交流の拡充､促進の

ための活動および当支部の会員原簿の管理を担当

(3)広報活動委員会

当支部の総会プログラムを含む年会報の編集､制作および

当支部の運営､活動､事業等の対外的広報を担当

(4)組織強化特別委員会

当支部の財務体質の改善をはかり赤字発生を防止するため

の組織強化および当支部の年会報の広告募集を担当

第1条　同志社校友会愛知支部(以下｢当支部｣という)に次の

委員会を置く｡

(1)組織委員会

当支部の会員相互の親睦など会員間の交流の拡充､促進の

ための活動強化および当支部の会員原簿の管理を担当

(2)財務委員会

当支部の財務体質の改善を図り､赤字発生を防止するため

の活動強化および当支部のプログラム､案内状の広告募集を

担当

(3)総会実行委員会

当支部の総会､懇親会の企画､立案､運営等について一切

を担当

本規程改正は､平成22年2月22`日より施行する｡
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同志社校友会愛知支部役員名簿
上コ 白� �� ��(平222月22日現) 
番TZ5- 倡浦Io��R�氏名 ��)D��学部 ��Xｼb�役職 

1 2 佻ｩn"�ﾍｩn"�石原吉二郎 傴ｩ��#R�8��法線 �ｩ(iYB�特別顧問(元社長) 

J) 伜(ﾏｸ�6｢��ｲzI�b�昭和32 傅B�ネッツトヨタ真名古屋㈱ 偃i/yo���甁�

3 4 佻ｩn"�ﾍｩn"�武山栄道 傴ｩ��3"�顯ｩ��32�鍾 囘ﾉ69,ｨⅸx｢����ｲ�相談役(元会長) 

杉浦貞男 剿@ �?ｩgｸ5ｸ6ﾈ7H8ｸ7H�ｸ6�｢�代表取締役会長 
5 6 佻ｩn"�大島義夫 山田靖典 傴ｩ��3R�法 �ｩ(i?ｩ�i[x���代表取締役社長 

Ⅰコ 僮) 白�桶;-^マ ��

7 伜�u��ｶ��長谷川義和 傴ｩ��#��エ �ｨ8�486ぴ�月 取締役相談役 

8 9 冖)u��J冰��久保田圭哉 カーー 傴ｩ��#��諸��3��鍾 兀�ｨ6x8�7�6(6xx｢�*ｹ7���ﾘ6w��元社長 

≡グ 畠 �8ﾙ��ｸ���?ｩNInﾈｼｨ蕀��兌b�俳誌r耕｣央文誌rKO｣ 偃Xﾜ��

10 ll 吏u��J冰��傴ｩ��3��諸��3��商 �?ｩNI�Hx｢�代表取締役社長 

≡グ ����㈱NBNコミュニケ-ンヨンズ シンニチエ業㈱ ��9Uﾈ靖/yo���+r�ﾋ8��+r�

12 伜�u��橙�木下和彦 J■.▲一ヽ 傴ｩ��3"�鍾 

13 14 冖)u��J冰��同別慎治 岩崎隆 傴ｩ��3R�諸��3R�商 舒ﾈ毎ﾔ鮎hx｢��ｲ�代表取締役会長 

望タ 剴��咤�㈱ノリタケカンパニーリミツテド ㈱名古屋テレビ 侏8靖/yo�檠+r�ﾋ9�9Uﾈ靖/yo�Yｸ��+r�

15 伜�u��中林良夫 傴ｩ��3r�汰 

16 17 伜�u��J冰��夏目和良 丹羽耕太郎 傴ｩ��C��諸��C2�鍾 �(iYI?ｩgｹ_ｩ�xx｢�代表取締役会長 

きン 剩ｨ7�7��屋 ��8神ﾂ��i+r�

ー8 伜�u����丹羽幸彦 傴ｩ��C2�商 �$�慰ｸx｢�代表取締役会長 

19 冖)u��鈴木登 傴ｩ��CB�エ �I&ﾘ鳧ﾇi6Hｴ�x｢�代表取締役社長 

番号 1 倡浦Io��R�ﾘﾇ9YI+r�氏名 伊藤範久 ��)D��学部 ��Xｼb�役職 

昭和45 ����中部電力㈱ ��9Uﾈ靖/yo�Yｸ��+r�

2 3 兀ｸ迚YI+r��ｩk�yﾘ饕�Yｸ迚YI+r�Yｸ迚YI+r�Yｸ迚YI+r�Yｸ迚YI+r�Yｸ迚YI+r�Yｸ迚YI+r�山口茂樹 傴ｩ��Sb�商 �6ﾈ6(686x8�5靄9kﾈﾌ8夊x｢�代表取締役会長 

4 剴�c健_ 二かコ 傴ｩ��C"�汰 �5H984ﾈ蝌ｼhx｢��(�"�代表取締役 

5 剞迺U哲郎 堂 傴ｩ��C"�諸��CR�商 �4�48986ﾙyiJﾘx｢�元代表取締役副社長 

8 剴c島和恩 汰 剏o �698y��ﾉｸﾏiDh檍ﾇh齎駟k���定ｼ��所長公認会計士 

7 剽ﾑ市胡 児玉たまみ 小栗成男 傴ｩ��S��商 �48984���ｸ�閂｢�常勤監査役 

8 劍諸��Sb�文 �I&ﾙ[hｻ8���%ｨｯｩ�Xｧr��ｲ�講師(幼児教育学科) J) �-b���ﾘ��粨�$､ﾂ�代表取締役 

･番号 1 倡浦Io��R�､"�F氏名 l安田幸雄 八神弘雄 野村秋博 関谷昌詮 ��)D��学部 ��Xｼb�ｦ��剿�E 

2 俔iD9yﾘ饕�$���49yﾒ�傴ｩ��#��諸��32�商 ��dVﾈ�8ﾟﾈﾔ鮎hx｢�剔纒¥取締役会長 

3 �-ﾘ唏饕�｢b�剳ｶ 價ｩ���ﾝｹfh更x｢�剔纒¥取締役会長 

4 ��胃ﾙyﾘ饕�ｼ淫�ﾘ饕�傴ｩ��32�諸��3b�演 汰 乂xﾕｩd��ﾈｾ��乂x���齎自�h.��剽搦亦ｷ J) 哽H4V"���ｩ�XﾊHｸh蹴�

5 ��ﾙD9yﾘ饕�､"�平野哲治郎 佐藤教博 EI 傴ｩ��3b�商 幡ﾈ5(8ﾘ9(.��
㈱トヨレツク 劔�9Uﾈ靖/yo��

6 7 �-ﾘﾝﾙyﾘ饕�5�ﾙhB�傴ｩ��3r�文 �ｸ8�485ｨ486�4862�剔纒¥取締役 

8 �-ﾘ饕��ﾙD9yﾘ饕�rR�堀川悶夫 筒井弘 傴ｩ��H�ｲ�工 演 冖ﾈﾌ8夊984x8ｹ�駮ｹLﾉHHx｢��(�"�剞齧ｱ取締役 

9 劍諸��C"��ｨ6868484x985闔ｩ)ｨ488�986r�剋謦���ｷ 

10 �-ﾙD9yﾘ饕���ﾛ��ﾂ�山脇美 傴ｩ��C"�鍾 囘ﾉ�ﾈ�9+r�� 

ll 俔iD9yﾘ饕�､"�同坂毅 小川隆 傴ｩ��C"�文 �ｩ(i?ｩ�i[x���剋謦��幕ﾆ部長 ′ ����"ﾘ92�代表取締役不動産鑑定士 常務理事 
ー2 13 ��ﾙD9yﾘ饕�､)D9yﾘ饕�高倉績 山田正平 石田芳弘 高橋公比古 藤森源久 笠原洋司 平淳進 傴ｩ��CB�諸��CB�法 畠�$X蒭6ﾒ�萎��I&ﾘﾊxﾏ�,ｨ���8ｺh橙�

14 俔fﾂ�｢X49yﾒ�剌ﾟ �ｩO(ｸXⅸ橙�rﾙe85"�剔纒¥取締役 

15 俔h唏饕��ﾙD9yﾘ饕�5�ﾙhB�傴ｩ��CB�商 商 做�8��ｶ8蹴�I7��� 

16 劍諸��CR��8ﾈ､8ﾍXﾏｸx｢�剔纒¥取締役 

17 �-ﾘ饕�$�｢�傴ｩ��CR�エ �ｩkﾈﾌ8夊ｬ�X7ｨ6X8ｲ�剔纒¥取締役社長 

18 �-ﾘﾝﾙyﾘ饕��ﾙD9yﾘ饕��ﾙD9yﾘ饕��ﾙD9yﾘ饕�ｼ吋9hB�傴ｩ��Cr�諸��C��諸��C��諸��S��商 �ｩkﾈﾌ8夊ｾ(ﾗ2��ﾒ�剌嵂ｱ取締役 

19 價ユ各 村瀬~- 剌� �ｨ蟹&ﾘｾ#�B�剌嵂ｱ取締役 

2.0 勍Jフ石朗 JJJ佐-kb史 剌ﾟ 演 �(iYDVﾉgｹ_ｩ�xx｢��#���剞齧ｱ取締役 

21 剞ﾎ央 宮崎晃吉 白山日 劍4ﾈ�ｲ�耳ﾅﾈ爾�Jノヒール㈱ 剋ｷ行役員中部統括本部長 

22 �-ﾘ饕��ﾙD9yﾘ饕�｢h42�傴ｩ��S��諸��S"�商 汰 刋8ﾞ易xｶy�Yyﾘ齎駟k���ｼ��"�剌樺ｷ税理士 

23 �8ヨ升 稲熊裕之 勝腐生 永野光春 劍唔;�7�8X�ｸ7ﾘ988ｨ5ﾈ�ｸ5�｢�剔纒¥取締役 

24 �-ﾘｧﾙyﾘ饕�'F�42�傴ｩ��SB�文 冖ﾈﾌ8夊ｧﾘ鮖u云hｼr�刹ﾇ長 

25 �-ﾘ唔yﾘ饕�ｧF鮎ﾙyﾘ饕�傴ｩ��Sb�文 佛ｹk隗xｭ�+y9乂xﾕ｢�ｼ��刳w年主任 

26 仂sｲ�F�yﾘ饕�傴ｩ��Sr�商 �:Hｭｸ蝌ｼhx｢�剔纒¥取締役社長 

27 �-ﾘ��5��ﾆ��聞方久 一●ーr事1 傴ｩ��Sr�エ �6x8�5韭�:竟Hx｢�剪S当部長 

28 �-ﾙ��yﾘ饕�ｩnx櫢�加藤宏幸 岩井良明 _:LL 傴ｩ��Sr�エ �ｩ(i?ｩ�i[x���刄Xポーツ事業部長 吊理事 常任理事 剌ｺ和58 兌b�槻モノリスジャパン 劔�9Uﾈ靖/yo���+r�
29 剏ﾃ別ニ 傴｣c��1.35 處ｨ�ⅸ4r�� 

30 31 ��ﾙD9yﾘ饕�駟k�ｼy+r��ﾙD9yﾘ饕�神谷紀子 横地虜 傴ｩ��c��文 儘φﾘ�����$ｨｴ��8(8#s�7ﾒ�倡��Yyﾘ齎駟k���耳,h�H蔗韶rﾒ�長 所長税理士 

∩ �8ﾒ� 剪�

32 33 ��ﾙD9yﾘ饕�駟k�ｼx鴿+r�縞49hB�薮下浩二 ヽlヨ 兌ﾙ�ﾃ2�商 踏ｨﾋ霾��(iYI6I|ﾘx｢�剔獄ｱ部絵務グループスタッフ課長 

34 �-ﾘ唏饕�'F�42�松村腸明 橋本篤-部 室互亡:憂匿~ 正木撞 兌ﾙ�ﾃB�商 �$�慰ｸx｢�剋謦�� 

3 俔i��yﾘ饕�ｷ8�ｲ�兌ﾙ�ﾃR�文 �,霆Igｹ�ｸﾞﾈ��剞齧ｱ取締役 5 36 �-ﾙD9yﾘ饕��ﾙD9yﾘ饕�兌ﾙ�ﾃR��(���文 汰 �?ｩgｸﾙ�7丶ｩJﾘx｢�R粐�2�+�-ﾂ�剄H務管理チーム主事 

.& �7��嫌:��8ﾕ��平成7 剪��@律専門学校 劔�ｩD8ﾗX蹌�
吊 凵R■ 箸��㈱ゲイン 劍5�4��ｸ8ｸ7(5x6ﾈ5浦H8｢ﾘ5��



番号 倡浦Io��R�氏名 I一九一◆.▲一 剔ｲ年 乂yYB�職業 剿�E 

1 凉ﾘ饕�安藤塞夫 一=ら 剌ｺ和31 兌b�中部日本放送㈱ 刹q員 

2 凉ﾘ饕�中村昌彦 河合義郎 剌ｺ和31 ����中村行政書士事務所 剌樺ｷ 

3 凉ﾘ饕�剌ｺ和3ー 傅B�嵩市河合建材㈱ 剔纒¥取締役 

4 凉ﾘ饕�兼吉由巳 剌ｺ和32 傅B�㈱名古屋不二パークホテル 一一L● 剏ｳ社長 

5 凉ﾘ饕�伊藤雄之 今泉純子 剌ｺ和33 佝��最圧パイル工業㈱ 剔纒¥取締役 

6 凉ﾘ饕�剌ｺ和35 兌b�冗大学講師 � 

7 凉ﾘ饕�関戸克己- 斎藤慎一郎 山本吉正 剌ｺ和35 傅B�関戸タンボール㈱ 剋謦���ｷ 

8 凉ﾘ饕�剌ｺ和35 傅B�㈲ヤマサンサイト- 剔纒¥取締役 

9 凉ﾘ饕�剌ｺ和35 傅B�㈱吉正 剔纒¥取締役 

10 凉ﾘ饕�大井弘久 Jk 剌ｺ和40 ���㈱三重毎日広告社 刳驩譌v員 

ll 凉ﾘ饕�小五原和俊 也 剌ｺ和40 傅B�大宝運輸㈱ 剔纒¥取締役社長 

12 ��I司王∈ヨ 剌｢42 ��ｸ��7��Jら 刪�mヽ;3)∠ゝ寺 

13 凉ﾘ饕�松原敬生 7 剌ｺ和43 ����トークオフィース一マツバラ �:公亘私コ言fl 

14 凉ﾘ饕�大野寿雄 剌ｺ和44 傅B�㈱大野屋家具店 剔纒¥取締役会長 

ー5 凉ﾘ饕�磯部茂 ヽ-●.■.- 剌ｺ和45 囘��磯部㈱ 剔纒¥取締役社長 

.16 凉ﾘ饕�近滅万千子 橋本昭一 浅井信義 池田善次 -..一一ヨ 剌ｺ和45 ����真意会星ケ丘マタニティ病院 剽搦� 

17 凉ﾘ饕�yﾘ饕�剌ｺ和45 傅B�㈱メイアン 剔纒¥取締役社長 

18 劔昭和45 �4r�(悲)発明協会 剴ﾁ許涜通アドバイザー 

19 凉ﾘ饕�剌ｺ和47 囘��(財)愛知県文化振興事業団 剽搦亦ｷ 

2.0 凉ﾘ饕�ニ苛始 止tL払 剌ｺ和48 �4r�三宅特許事務所 剌樺ｷ弁理士 

21 凉ﾘ饕�木fEI洋ノロ郎 剌ｺ和48 豫��六合建設㈱ ■一■ー 剌嵂ｱ取締役 

22 凉ﾘ饕�脇田卓 剌ｺ和48 傅B�名鉄ピル丁イング管理㈱ 剋蜉ｲ 

23 凉ﾘ饕�長坂明男 剌ｺ和49 俘"�㈱日本ポプリン染工場 剔纒¥取締役 

24 �� �ｨ爾�J350 之ﾂ�-公認会盲月 剌樺ｷ公認会計士 専務取締役 

25 凉ﾘ饕�高木正己 ヽゴ乙′ 剌ｺ和50 ����条件建設㈱ 

26 凉ﾘ饕�田代彰 剌ｺ和51 傅B�㈱平安閤 剌嵂ｱ取締役 

27 凉ﾘ饕�山口柴三 ヽ 剌ｺ和51 ����㈲イ-タック 剔纒¥取締役 

28 凉ﾘ饕�飯田裕 剌ｺ和52 傅B�㈱アイケイ 剔纒¥取締役社長 

29 凉ﾘ饕�薄井秀介 ∠ゝ 剌ｺ和53 ����㈱薄井土地 剔纒¥取締役 

30 ��一口 刄�54 册85"�E)EI 剋幕ﾆ局次長.クラウンズ事務局長 常務役員 

31 凉ﾘ饕�石川雅信 油土 剌ｺ和55 �4r�アイシン精機㈱ 

32 凉ﾘ饕�想田嘉明 也 剌ｺ和55 傅B�掬徳田家具 剞齧ｱ取締役 

33 凉ﾘ饕�石瀬智- ヽ 剌ｺ和56 �4r�アイシンAW㈱ 剞ｶ産管理部過当員 

34 凉ﾘ饕�下問裕一郎 舟橋祐一 杉山義明 剌ｺ和5.6 �4r�花王㈱豊橋工場 刄vロダクション部門 

35 凉ﾘ饕�剌ｺ和56 �4r�㈱丁ンソ- 剋蜚C部員 

36 凉ﾘ饕�剌ｺ和56 �4r�㈱丁ンソ- 剋s販企画室室長 

37 ��JjJ] 凵｠56 ��テレ 剳ﾒ成制伸局次長兼ライツ推進部長 チーフエンジニア 

38 凉ﾘ饕�金森善彦 由一lJ一 剌ｺ和57 �4r�トヨタ自動車㈱ 一｣▲一 

39 凉ﾘ饕�yﾘ饕�yﾘ饕�呂別隆文 鈴木浩太 伊藤慎太郎 吉川浩司 ∠ゝ 剌ｺ和58 囘��宮別法律事務所 剌樺ｷ弁護士 

40 劔昭和59 ����サーラ住宅㈱ 剏o営企画室マネ-ジャー 

41 劔昭和58 傅B�アイシン精機㈱ ○ 剏o理部長 

42 凉ﾘ饕�剌ｺ和60 ����中央バートナ-税理士法人 由一と.ヽ 剔纒¥社員税理士 

43 凉ﾘ饕�佐々木¶ 水野泰二 -､他愛 剌ｺ和61 兌b�三橋創造大学 刹ｳ務課長 

44 凉ﾘ饕�剌ｺ和61 ����本町ン丁イ-法律事務所 刄pート-ナ-弁護士 

45 凉ﾘ饕�武立忍子 鹿尭登 加藤正二 剌ｺ和63 ����岡崎市役所 ■■■■一一〇■｣一･一 刹L者室 

46 4■ 凉ﾘ饕�剌ｺ和63 ���㈱=愛東兄UFJ銀行 1⊥J~ 剄L報部広部次長 

7 凉ﾘ饕�剌ｺ和63 ����㈱石田時計舗 剔纒¥社員 

48 凉ﾘ饕�河村正樹 鐘 剳ｽ成2 ����㈱パーソネル 剔纒¥取締役 

49 凉ﾘ饕�横井凋和 杉山直樹 杉本達哉 IJ 剳ｽ成2 傅B�東邦カス㈱ 剴s市エネルギ-企画グループ次長 

50 凉ﾘ饕�剳ｽ成2 囘��愛知県庁(地域振興部交通対策課) ヽ`○ 剋蜊ｸ 

51 凉ﾘ饕��剳ｽ成4 傅B�㈲ン-エヌエヌ 剋謦�� 

52 凉ﾘ饕�yﾘ饕�山中光太郎 la=ニとよ 剳ｽ成6 兌b�掬ジエイテクト 剿@務部国内法務グループ長 

53 4 剿梵�ﾁJT.義 剳ｽ成7 囘��清水綜合法律事務所 I,- 剌樺ｷ弁護士 

5 凉ﾘ饕�浅野郁- 一±一ノヽ一Jd■主 剳ｽ成7 囘��名古屋市市役所. 剔獄ｱ局主査 

55 凉ﾘ饕�yﾘ饕�岩谷央樹 白樫恵 丹羽宏行 ノヽ 剳ｽ成8 冑)d��鞠電通 剿@務室アソシエイトスパーアドバイザー 

56 57 劔平成9 平壁6 ����山下法律事務所 剳ﾙ護士 

58 凉ﾘ饕�劍ⅲ�㈱中日新聞社 剄L告2部 理事 監事 ���##�5B�兌ﾙ�ﾃ�r�法 �(iYI?ｩgｹ_ｩ�xx｢��8�5x4兢)�ﾉ�y�ﾉYB�

59 剿� �44 鋳�4R�班 佰iDh檍ﾋ�+��i!ノヽ章刃A寺 

68 豫H饕�斉藤誠 剌ｺ和61 傅B�セントリバー税理士法人 �:臼酪コ言J) 代表社員 

番号 1 倡浦Io��R�氏名 豊原洋治 高橋克紀 ��)D��学部 畠�Xｼb�役職 

理事候補者 剌ｺ和39 ����豊田通商㈱ �<�¥ｨﾍｩn"�

2 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�yﾘ饕�傴ｩ��C2�諸��S"�諸��S2�鍾 囘ﾉw�,ｨⅸx｢�取締役副会長 

3 4 佰9^(�"�yﾘ馼49^"�義久 村瀬茂行 J++ 剔ｿ �6x8�5馭��Hx｢�執行役員 

境者 劔d��愛知県警 �(iYHｿ8ﾖ�ﾇ井���ﾇ碓X攣+r�
5 6 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�yﾘ馼49^"�崇勝義宗 山下真平 加藤範久 杉崎正美 傴ｩ��S2�諸��SB�法 �6ﾈ6(686x8�5�(hｹ閂｢�副部長 

&% 劍���㈱丁ンソ- 儘ﾉ_�YHﾔﾉ_�(��+r�
7 8 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�yﾘ駟��^"�傴ｩ��Sb�諸��Sr�商 �ｩkﾉ584�8�986�7ｨ6X8ｲ�7ﾒ�営業本部部長 

最者 劔���名古屋市総務局 仞io��淙ｧi9��I��%99iYI+r�
9 10 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�yﾘ馼49^"�常川雄次 西利之 ′■■一一 傴ｩ��S��諸��c��商 ��ﾅt��8xｲ�代表取締役 

最者 劍4r�トヨタ自動車㈱ネッツ店営業本部 �&闔i��ｨyYI&霎i%99h蹴�
1ー 12 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�yﾘ馗�ﾉ^"�後藤正義 士 兌ﾙ�ﾈﾋ2�[ﾙ�ﾃ2�[ﾙ�ﾃ2�[ﾙ���エ 冖ﾈﾌ8夊6x8�7�6(6xx｢�チーフマネジャー 

13 �8�"�yﾘ駟��oR�ロ田和正 文田浩史 氏家鉄也 伊藤誠故 剳ｶ �7ｨ985X4ﾉ6Hｴ�x｢�ﾒ粐粭定�X��R��ｲ�主務 

14 俯竟"�yﾘ饕�剏o �ｩ?��8ﾉ�%Tdｨｾ(ﾗ2�浄心支社法人第二課長 候補者 劍ⅲ�矢伸建設工業㈱ 倡ｸﾔ�9ﾘｨygｹYB�
15 凉ﾘ馼ﾏ9^(�"�兌ﾙ�ﾃ�2�商 俐淫�扎ｶｨﾕｲ� 


