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平成２９年北稲門会定時総会・懇親会 

式次第 

 

第一部 総会（18：15～18：45）              ㈱なとり本社３Ｆ大会議室  

司会 常任幹事 伊与部 輝雄          

会長挨拶                        会長   北 雷次 

議事 

 平成２８年度事業報告               幹事長  浅井 碩信 

 平成２８年度会計報告               会計幹事  百武 秀男 

監査報告              会計監査   和田 宗春 

平成２９年度事業計画（案）                 浅井 碩信 

平成２９年度予算（案）                   百武 秀男 

役員改選                      会長   北 雷次 

ご来賓代表のご挨拶    早稲田大学国際部事務部長   戸枝 久郎 様  

（地域担当部長）       

閉会の辞                      副会長 越野 充博 

 

第二部 懇親会（19：00～20：30） ＜㈱なとり本社Ｂ１社員ホール＞ 

    司会 幹事 小宮山 庄一  

    開宴の辞                          副会長  志水 一夫 

    来賓紹介                       幹事長   浅井 碩信 

ご来賓挨拶 北区長             花川與惣太 様      

北立教会会長          富田 雄幸 様   

乾  杯  練馬稲門会会長         荻野 隆義 様 

 

 ２０１７年度稲門祭のご案内      実行委員長 西村 修一様 

アトラクション：              進行 副幹事長 水野 浩治 

         東京稲門グリークラブ演奏会（19：30～20：00） 

 

        新入会員及び本日参加頂いている在学生の紹介 

部会報告  囲碁部会、グルメ部会、カラオケ部会、ＹＹワイン部会 

北・遊歩の会 

 

校歌斉唱  指揮              北稲門会 副幹事長 水野 浩治 

                          

閉会の辞                      副会長  石川 英夫 

  



月 日 月 日

8 ◎第１回稲門祭実行委員会 1,2 ○北区民まつり参加（慶応、明治、立教、学習院と共同出店）

11 ○第３回北・遊歩の会／足立都市農業公園、観桜(９名）   　早大漫研による似顔絵描き　（応募150名）

14 ◎東京都２３区支部総会 5 ◎第２回稲門祭実行委員会

5 ○第５回　北・遊歩の会／清澄公園・芭蕉庵（１０名）

8 ◎校友会　全国幹事長・事務局長会議

8 ◎校友会　秋季代議員会議

16 ○他区稲門会との交流・新宿稲門会総会参加

○他区稲門会との交流 23 ◎稲門祭参加・ホームカミングデー

15     板橋稲門会総会参加 25 ○第２５回北稲門会定期講演会　講師：佐々涼子氏

21     中野稲門会総会参加    演題「人知れず、社会を支える人たちの肖像を描いて」

  ＜参加者＞４８名

5 ○囲碁部会・第１６回オール早稲田囲碁祭参加 11 ○第７回  Ｙ．Ｙワイン会

12 ○第１回北稲門会役員会 25 ○第６回　北・遊歩の会

3 ○他区稲門会との交流                 「 晩秋の武蔵野散策、深大寺そば(１０名）」

 　 豊島稲門会総会参加

10   　千代田稲門会総会参加 2 ◎東京２３区支部/三多摩支部合同　会長会

18 　  文京稲門会総会参加 3 ◎早稲田大学・商議員会

25 ◎校友会　臨時代議員会議 8 ○第３回北稲門会役員会

26 ○近隣大学ＯＢ会との交流　 北区三田会総会参加

　

2 ◎早稲田大学・商議員会 14 ○近隣大学ＯＢ会との交流

11 ○第６回　Ｙ．Ｙワイン会     明治大学北地域支部新年会参加

14 ○第２３回北稲門会総会＜参加者＞６０名 19 ◎東京都２３区支部幹事会・新年賀詞交換会

14 ○平成２８年北稲門会会報発行 28 ○近隣大学ＯＢ会との交流　北立教会新年会

9 ○他区稲門会との交流・練馬稲門会総会参加 29 ○囲碁部会・平成２８年下期「北・豊島」対抗戦

24 ○囲碁部会・平成２８年上期「北・豊島」対抗戦 　

27 ○第４回　北・遊歩の会／下町運河巡り（１１名）

7 ○北稲門会新年会＜北トピア＞　＜参加者＞３６名

12 ○他区稲門会との交流

　　千代田稲門会２０周年祝賀会参加

9 ○第２回北稲門会役員会 4 ◎全国幹事長・事務局長会議

18 ○囲碁部会・第１６回稲穂会囲碁会 4 ◎校友会　春季代議員会議

23 ○第２５回グルメ会 6 ◎東京２３区支部大会　＜北稲門会参加者＞１１名

              「上野・韻松亭」＜参加者＞１７名 17 ○第４回北稲門会役員会

30 ○第７回　北・遊歩の会／佐倉城址・観桜（９名）

他定例部会：役員事業推進会議：年４回以上実施

囲碁部会：月例会開催（北区滝野川西区民センター）：毎月第２・４土曜日
カラオケ部会：月例会開催（赤羽駅前・ビックエコー）：毎月第３木曜日

　　　　　平成２８年度北稲門会事業報告　○北稲門会事業　◎校友会活動
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　　　　　北稲門会
　平成27年度会計報告書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

収入の部 支出の部

前年度繰越金 508,265 総会費 326,780

校友会組織強化補助費収入 298,000 講演会費 293,640

年会費収入（　113　名） 405,000 役員会費 145,749

総会費収入 299,000 会報発行費 138,240

新年会費収入 203,000 新年会費 192,300

講演会費収入 252,000 校友会・東京都２３区支部会費 134,100

会報広告料掲載収入 110,000 早稲田ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ倶楽部寄付金 50,000

雑収入　（祝儀） 100,000 近隣団体交流費（他稲門会総会出席等） 106,400

　　　　　（北区まつり・似顔絵かき） 110,300 通信費 83,321

　　　　　（役員会費他） 35,500 事務費 39,486

　　　　　（預金利息） 47 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持費 61,128

雑費（北区まつり参加費・似顔絵書き 104,855

　　　（㈱なとり・事務局） 24,408

　　　（香典） 5,000

　　　（振込料） 29,554

次年度繰越金 586,151

合　　計 2,321,112 合　　計 2,321,112

上記のとおり報告します。
　　　　　平成  28年　　　３　月　３１日

　　　　　　　会計幹事　　  百武　秀男

　　　　　　　会計幹事　　　横田美代子

会計監査報告書

　平成25年度会計報告について、会計帳簿その他を監査した結果
いずれも適正に処理され誤りないことを認めます。

　　　　　平成  28年　　　５　月　２０日

　　　　　　　会計監査　　　大塚　浩二

　　　　　　　会計監査　　　和田　宗春



平成２９年度北稲門会 事業計画及び校友会活動計画（案） 

 

１、総会 平成２９年７月１３日（木）第２４回総会及び懇親会開催 ㈱なとり本社 

２、講演会 平成２９年１０月３１日（火） 場所：㈱なとり本社 

 講師 鵜飼信一氏 （早稲田大学 商学学術院教授） 演題 未定 

 鵜飼先生は、中小企業、ものづくり企業研究の大家、北区のアドバイザーや、 

ものづくり大賞の審査委員長を長く務めておられます 

３，新年会 平成３０年２月 北トピア 錦の間（１６Ｆ） 

４、同好会（部会活動） 

ゴルフ 部会：休会中（年２回開催） 

グルメ 部会：２月、９月開催  

囲碁 部会：月例会開催（第２，４土曜日）滝野川西公民館 

第 17 回オール早稲田囲碁祭 ６月３日、第 17 回稲穂会囲碁会９月末 

オール早慶囲碁会 12 月２日、北・豊島囲碁対抗戦７月、１月 

カラオケ部会：毎月開催（第３木曜日）、ＹＹワイン部会：年数回開催。 

北・遊歩の会：年数回開催、広報部会：会報の発行（総会時）、ＨＰの充実 

５、大学及び校友会本部、東京都２３区支部への協力 

商議員会、代議員会、東京都２３区支部定例幹事会・全国幹事長・事務局長会議、 

２３区支部／ﾌﾞﾛｯｸ会長会議、稲門祭、ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ（10 月 15 日）、早稲田祭参加  

２３区支部大会／平成３０年３月１８日（日） ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 講演：未定 

６、北区民まつり参加 １０月７，８日（土、日）（慶応、明治、立教、学習院と合同開催） 

７、新入会員の増強：部会・講演会の案内を通し、在住北区校友会員へＰＲ実施 

 

これまでに北稲門会講演会に御出席いただいた講師の方々 

   小山宙丸先生 （第１３代総長）「哲学論」 平成 7年 7月総会からスタート 

西川潤先生 （政治経済学部）          永田勝也先生 （理工学部） 

松田修一先生 （生産研）            間宏先生 （文学部）  

兼近輝雄先生 （政治経済学部）        川村淳夫先生 （アジア太平洋） 

森田 実先生 （政治評論家）           岩村充先生 （アジア太平洋） 

小林英夫先生  (アジア太平洋)          西田善夫先生 （元ＮＨＫ） 

石井 浩先生 （渋沢資料館副館長）    北川正恭先生 （公共経営大学院）  

飯野公一先生 （国際教養学部）      広岡達朗先生 （野球評論家） 

瀬古利彦先生 （日本陸上競技連盟理事） 佐沢利和先生 （日本記者クラブ会員） 

荒和雄先生 （経済評論家）            松瀬学先生 （ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝﾗｲﾀｰ） 

23. 9.15   大石久和先生（早稲田大学大学院教授）「国土学」 

24.10.23   井口民樹先生（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家） 

「早稲田野球の父・安部磯雄とその子孫との出会い」 

    25.10.18   島崎元志先生（中国での日本語教師）「中国見たまま、聞いたまま」 

  26.10.16  猪谷千春先生（国際実業家、冬季オリンピックメダリスト）「スポーツと私」 

  27.10.19   金美齢先生（台湾出身の評論家）「日本人の誇り」 

  28.10.25   佐々涼子先生（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家） 

「人知れず、社会を支える人たちの肖像を描いて」 



前年度繰越金 590,878 総会費 340,000

校友会組織強化補助費収入 111,000 講演会費 220,000

母校支援・若手交流補助費収入 200,000 役員会費 90,000

年会費　（１20名）、賛助会費（幹事） 400,000 新年会費 200,000

総会費収入 400,000 会報発行費 120,000

講演会費収入 240,000 ＷＡＳＥＤＡサポータズクラブ団体会費 50,000

新年会費収入 210,000 校友会・東京都２３区支部会費 130,000

広告掲載料収入 110,000 近隣団体交流費（他稲門会総会出席等） 120,000

雑収入　（北区民まつり収入） 90,000 通信費 100,000

　　　　　（役員会食事代負担） 30,000 事務費 90,000

ホームページ維持費 115,128

北区民まつり・似顔絵書き費用 80,000

雑費（振込み手数料他） 60,000

予備費 666,750

合計 2,381,878 合計 2,381,878

収  入  の  部 支  出  の  部

北稲門会

平成２９年度予算(案）

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日



１．御来賓

　　北区役所 区　長 花川　與惣太 　様

　　北区三田会 会　長 高木　雅章　  　様

　　明治大学校友会北区支部 支部長 今井　宏二　  　様

　　北立教会 会　長 富田　雄幸   　 様

　　早稲田大学　　            　地域担当部長 (国際部　事務部長） 戸枝　久郎　　　様

　　板橋稲門会 会　長 鷹觜　慎吾　　　様

　　千代田稲門会 会　長 五島　一雄　　　様

　　豊島稲門会 会　長 石川　宣司　　　様

　　文京稲門会 会　長 清原　　保　 　　様

　　中野稲門会 会　長 高田　宜美　　　様

　　練馬稲門会 会　長 荻野　隆義　 　 様

　　新宿稲門会 副会長 山住　市郎　　　様

　　早稲田大学　 　    　　 　   　2017年度　稲門祭実行委員長 西村　修一　　　様

２．会員（卒業順、敬称略）

Ｓ２９ 理工学部 小宮　祐輔 Ｓ４３ 商学部 百武　秀男

Ｓ２９ 商学部 金子　豊彦 Ｓ４４ 商学部 平野　喜和

Ｓ３２ 政経学部 小池　智麿 Ｓ４４ 教育学部 近藤　　宏

Ｓ３２ 政経学部 高木　武治 Ｓ４５ 政経学部 大塚　浩二

Ｓ３２ 教育学部 児玉　英樹 Ｓ４５ 文学部 横田美代子

Ｓ３３ 文学部 石川　英夫 Ｓ４６ 政経学部 鄭　　 英模

Ｓ３３ 商学部 栗田　裕巨 Ｓ４７ 社会科学 田内　秀昭

Ｓ３４ 商学部 北　　 雷次 Ｓ４８ 法学部 伊予部輝雄

Ｓ３４ 政経学部 横島　信夫 Ｓ４８ 商学部 梶村　正博

Ｓ３６ 商学部 志水　一夫 Ｓ５３ 法学部 荻原　秀夫

Ｓ３６ 商学部 佐野　彰一 Ｓ５６ 商学部 越野　充博

Ｓ３７ 理工学部 田中　榮志 Ｓ５６ 法学部 山岡　公一

Ｓ３８ 商学部 柿原　幹郎 Ｓ５８ 法学部 水野　浩治

Ｓ３９ 法学部 藤本　泰治 Ｓ５９ 文学部 古田しのぶ

Ｓ４０ 商学部 川松　忠義 Ｓ６２ 教育学部 小宮山庄一

Ｓ４１ 政経学部 浅井　碩信 Ｈ１２ 法学部 戸枝　大幸

Ｓ４２ 商学部 和田　宗春 Ｈ１６ 政経学部 音喜多　駿

Ｓ４２ 法学部 小山　高弘 Ｈ２６ 政経学部 佐藤　弘明

Ｓ４２ 法学部 田口　紘一 Ｈ２９ 理工院 山口　優幸

Ｓ４２ 商学部 林　　 靖昭 Ｈ２９ 政経学部 西澤　瑞紀

政治経済学部　３年　加藤　亮太郎 文化構想学部　 ３年　園山　麗花

文学部　　　　 　２年  小林　優人 社会科学部　　  ３年　梅津　絢

教育学部　　　　２年　牧　夏未 文化構想学部　 ３年　鈴木　友梨

商学部　　　　　　３年　奥田　柚香　　　　　

平成２９年　北稲門会定時総会、懇親会ご出席者名簿

日時：平成２９年７月１３日（木）　会場：㈱なとり本社

在学生



平成２９年７月１３日 

北稲門会 

       北 稲 門 会  役 員（案）  青太字：新設担当部署 

名誉会長 飯野 嘉一郎 Ｓ２６ 商 

顧問   小池 智麿   Ｓ３２ 政経  新任   元副会長 

元田 義永  Ｓ３６ 商   新任  元副会長 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

会 長   北   雷次  Ｓ３４ 法        商議員 

副会長  石川 英夫  Ｓ３３ 文       会長代行、商議員、北・遊歩の会会長 広報会報担当   

     志水 一夫  Ｓ３６ 商      賛助商議員 

〃   近藤  宏  Ｓ４４ 教育      商議員  

〃   越野 充博  Ｓ５６ 商      商議員、事務局統括、広報ＨＰ統括、ゴルフ部会長 

〃   大田 百合子 Ｓ３５ 文    昇任  女性会員勧誘推進部長、グルメ部会担当 

〃   田内 秀昭  Ｓ４７ 社会   昇任  早稲田大学教職員担当   

幹事長  浅井 碩信  Ｓ４１ 政経      代議員、グルメ部会長 

副幹事長 水野 浩治  Ｓ５８ 法      大学校友会幹事、東京 23区支部幹事 

５大学連携・北区民祭り担当 

常任幹事 児玉 英樹  Ｓ３２ 教育      広報会報統括、カラオケ部会長 

 〃   田中 榮志  Ｓ３７ 理工。 

 〃   柿原 幹郎  Ｓ３８ 商          Ｙ.Ｙワイン会部会長      

  〃   伊予部 輝雄  Ｓ４８ 法 

 〃   平野 喜和  Ｓ４４ 商   昇任  代議員、稲門祭幹事 

〃    鄭   英模  Ｓ４６ 政経  昇任  

〃   小宮山庄一  Ｓ６２ 教育  昇任  北区役所職員担当 

会計幹事 百武 秀男  Ｓ４３ 商       代議員 

〃   横田 美代子 Ｓ４５ 文        グルメ部会担当 

会計監査 和田 宗春  Ｓ４２ 院政 

 〃   大塚 浩二  Ｓ４５ 政経     代議員 

幹 事  藤本 泰治  Ｓ３９ 法    

〃   小山 高弘  Ｓ４２ 法      広報会報担当 

〃   林  靖昭  Ｓ４２ 商       

〃   井手 孝一  Ｓ５２ 法   

 〃      荻原 秀夫  Ｓ５３ 法 

〃   山岡 公一  Ｓ５６ 法   

〃   古田 しのぶ Ｓ５９ 文    

 〃   高橋 雄太  Ｈ１０ 理工 

〃   戸枝 大幸  Ｈ１２ 法 

〃   音喜多 駿  Ｈ１６ 政経 

〃   梶村 政博  Ｓ４８ 商   新任  

〃   加藤 雄三  Ｓ５２ 法    新任 

    

                       以上 


