
平成28年度 神奈川大学三重県宮陵会 総会

日時　平成 28 年 7 月 23 日(土) 11:00  ～ 14:00
場所　ホテルグリーンパーク津

　　　〒514-009　津市羽所町 700　電話 059-213-2111

総会 次第

＜第一部＞　総会　11:00  ～ 12:00　　　　 　　司会 　 本田

　　　・物故者黙祷

　１．開会挨拶　－－　林 会長

　２．来賓紹介・ご挨拶　－－　学校法人神奈川大学 事務局次長兼平塚事務部長

　 学校法人神奈川大学 事務局次長

　 一般社団法人神奈川大学宮陵会 専務理事

　 　　 　　　　　佐藤 武 様

　３．平成28年度 役員紹介(今年度の変更は無し) －－ 事務局 本田

　４．議案1.平成27年度 活動報告　　－－　－－　事務局 本田

　５．議案2.平成27年度 会計(収支)報告 －－－－ 事務局 (会計)　早川

　６．議案3.平成27年度 会計監査報告　－－－－　監事 (会計監査)　早川

　７．議案4.平成28年度 活動計画(案)　－－－－　事務局 本田

　８．議案5.平成28年度 予算(案)　－－－　－－  事務局 (会計)　早川

１０．閉会挨拶　－－　岡田 副会長

＜他＞

　 ・交流会(会員相互の親睦と異業種交流会)について　  －－ －－ 　　　　林 史昭 会長

　 ・第47回 全日本大学駅伝対校選手権大会・沿道応援エピソード　－－　 岡田 孝 副会長

＜記念撮影＞　(懇親会場準備の間に行います。)

＜第二部＞　懇親会　12:30  ～ 14:00　　　　　　　　　　　　　　進行 　 早川

　１．近況報告　出席者による簡易スピーチ (自己紹介・趣味等)

　２．校歌斉唱 －－ 林

<物故者>

今回、亡なれた方のご報告はありませんでした。



平成27年度　活動報告

◆目 的 ・世代・地域を越えたネットワーク作り

◆目 標 ・交流会出席者毎回20名

◆情報発信 ・神奈川大学 三重県 宮陵会 ＨＰでの情報発信と、メールの活用を推進する

→アドレス登録者にはメール送受信による情報交換をおこなう

→総会報告、交流会案内・報告はＨＰ掲載とメール配信による

・年１回会員確認も兼ねて文書にて「総会案内」及び「MIE NEWS」を郵送する

＜平成27年＞

  5月 26日 第1回 役員会　亀山市協同参画センター・総会準備他

　7月 4日 総会・懇親会（ホテルグリーンパーク津）

　8月2日「神奈川大学後援会父母懇談会」(津 都ホテル)林会長、岡田副会長、本田出席

　10月 17日「全国地域組織代表者会議」(神奈川大学セレストホール)本田出席

　10月 18日 ※神奈川大学ホームカミングデー

　11月 1日 ※47th 全日本大学駅伝対校選手権大会・沿道応援

　　・一般社団法人 神奈川大学宮陵会 体育振興委員長 手塚 正 氏 他16名が大型バスで来訪
第5区 中継地点津駅前 津市上浜町（焼肉きんぐ津上浜店） 手前にて応援　本田参加

　11月 7日 第38回 交流会 (いなべ市農業公園)レンタルバス にて。10名参加

　11月 23日 東海ブロック会議(サテライト名古屋)林会長、本田出席

＜平成28年＞

　1月2～3日 ※第92回 箱根駅伝

　3月12日　第2回 役員会 亀山市協同参画センター・平成28年度総会準備他

　平成27年度 第14号MIE NEWS発行 (2016-06-01)

平成 28年度　活動計画
◆目 的 ・世代・地域を越えたネットワーク作り

◆目 標 ・交流会出席者毎回20名

◆情報発信 ・神奈川大学 三重県 宮陵会 ＨＰでの情報発信と、メールの活用を推進する

→アドレス登録者にはメール送受信による情報交換をおこなう

→総会報告、交流会案内・報告はＨＰ掲載とメール配信による

・年１回会員確認も兼ねて文書にて「総会案内」及び「MIE NEWS」を郵送する

＜平成28年＞

  6月 4日 ※ 一般社団法人 神奈川大学宮陵会 定時総会 本田出席

  6月 18日 第1回 役員会　総会準備他

　7月23日 総会・懇親会（ホテルグリーンパーク津）

 10月 9日  ※神奈川大学ホームカミングデー

 11月 6日  ※48th 全日本大学駅伝対校選手権大会・(神大欠場)

 11月  --  第 39回 交流会

＜平成29年＞

　1月2～3日 ※第93回 箱根駅伝

　3月  -- 第 2回 役員会・総会準備他

　平成28年度 第15号MIE NEWS発行

※印は、当会(神奈川大学三重県宮陵会)に関係する行事を表す。

会計関係 (別紙参照)

　別紙-1 平成27年度 会計(収支)報告兼監査報告

　別紙-2 平成28年度 予算(案)



平成27年度 ～ 平成28年度 役員名簿

役職名 地　区 氏 名 卒業年度 卒業学科

会長 鈴鹿・亀山 林　史昭 昭和41年 経済学科

副会長 四日市 岡田　孝 昭和44年 経済学科

事務局長 桑名・いなべ 本田　進 昭和48年 機械工学科

事務局(会計) 桑名・いなべ 早川　淳 昭和55年 機械工学科

事務局(広報) 鈴鹿・亀山 坂倉　英樹 平成 7年 経済学科

理事 四日市 前田　義文 昭和39年 貿易学科

理事 四日市 矢野　正剛 昭和47年 工業経営学科

理事 鈴鹿・亀山 中川　洋久 昭和47年 経済学科

理事 津 鈴木　良次 昭和40年 経済学科

理事 津 大西　邦雄 昭和46年 工業経営学科

理事 松阪 西山　宏 昭和40年 工業経営学科

理事 松阪 欠　員 － － － －

理事 名張・伊賀 石原　成樹 平成 7年 国際経営学科

理事 伊勢 宮門　智之 昭和36年 経済学科

理事 伊勢 間宮　勤 昭和40年 工業経営学科

理事 伊勢 伊藤　淳子 昭和56年 経済学科

理事 鳥羽・志摩 石原　一宏 昭和45年 経済学科

理事 尾鷲・熊野 森浦　克好 昭和45年 経済学科

理事 尾鷲・熊野 山本　正和 昭和50年 経済学科

監事 四日市 奥村　俊雄 昭和54年 応用化学科

※ 欠員について

　 飯田　嘉之 氏は、長年にわたり当会にご尽力頂きましたが、諸般のご事情により

 今期をもって退任される事になりました。感謝いたします。



平成28年度 神奈川大学三重県宮陵会総会 出席者名簿

来賓

学校法人

神奈川大学 事務局次長

　　 　　　  　　 　　　一般社団法人神奈川大学宮陵会 専務理事

　 　　 　　　　佐藤 武 様

会員 (22名)

地　区 氏 名 卒年度 卒学科 郵便番号 現住所 連絡先

桑名・いなべ 本田　進 S48 機械 511-0233 員弁郡東員町城山2-9-5 0594-76-9505

桑名・いなべ 早川　淳 S55 機械 511-0912 桑名市星見ケ丘1-306 0593-32-5866

桑名・いなべ 小坂　弘 S57 電気 511-0267 いなべ市大安町石樽北山718 0594-78-1527

四日市 井上　宇助 S24 経済 510-0811 四日市市みゆきヶ丘1-100 059-331-1285

四日市 前田　義文 S39 貿易 510-0944 四日市市笹川6-26-1 059-321-3313

四日市 瀬木　寛 S41 機械 510-8103 三重郡朝日町柿2647-9 0593-77-2262

四日市 岡田　孝 S44 経済 510-0106 四日市市楠町本郷205 059-397-3443

四日市 鶴見　寿俊 S46 工経 510-0839 四日市市青葉町800-142 059-351-9583

四日市 中嶋　譲 S48 建築 510-0106 四日市市楠町本郷1058-4 059-397-5189

四日市 奥村　俊雄 S54 応化 512-1115 四日市市堂ヶ山町2194 059-328-2220

鈴鹿・亀山 後藤　正秀 S33 機械 519-0116 亀山市本町4-3-3 0595-82-0939

鈴鹿・亀山 林　史昭 S41 経済 519-0127 亀山市中屋敷町2-24 05958-2-0954

鈴鹿・亀山 中川　洋久 S47 経済 510-0225 鈴鹿市若松東1-2-15 059-385-4430

鈴鹿・亀山 坂倉　英樹 H7 経済 519-1118 亀山市関町富士ハイツ998-177 0595-96-3073

津 大森　芳二 S29 機械 514-0064 津市長岡町小山田3008-1 059-228-2039

松阪 西山　宏 S40 工経 515-0816 松阪市西之庄町73-6 0598-26-3590

伊勢 宮門　智之 S36 経済 519-0503 伊勢市小俣町元町1707-1 0596-22-2468

伊勢 間宮　勤 S41 工経 516-0008 伊勢市船江2-21-17 0596-28-4740

伊勢 松井　誠一 S46 経済 516-0072 伊勢市宮後2-12-7 0596-25-4019

伊勢 谷　正直 S54 経済 516-0052 伊勢市川端町312-14 0596-22-7301

伊勢 小西　征太郎 H18 経済 516-0071 伊勢市一之木3-12-19 0596-24-2046

鳥羽・志摩 石原　一宏 H45 経済 517-0015 鳥羽市小浜町43 0599-25-4589

※ 敬称略・順不同

※ 下津 勇 (鈴鹿・亀山) 様は、当日ご都合によりご欠席されました。

　　次回のご出席をお待ちいたします。

学校法人神奈川大学 事務局次長

一般社団法人神奈川大学宮陵会 専務理事

佐藤 武 様




