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【2020 年 3 月 20 日 地域職域同窓会責任者会議・資料】

１．活動報告

【賀詞交歓会】 ２０２０年２月２日（日）第１９回賀詞交歓会
春日部市・やまや新館 ２９名参加

第 19 回賀詞交歓会第 1 部で、会員で公認会
計士の池田博行さんから「公認会計士の仕事と
暮らしの税金」をご披露いただき、夫婦での財
産の持ち方、相続など供えておかなければなら
ない税金知識を学ぶ言ができました。第２部は
懇親会で皆さんからの近況が報告されました。
【写真右①②】

【総会】 ２０２０年９月６日（日）第２０回総会

【池田博行さん】

書面決議 ３３名参加
第 20 回総会は、新型コロナ感染症対策から初めての書面決議となりました。32 名の皆さんから回
答をいただき、以下の議案が承認・可決されました。
【令和 2 年度 春日部地区浦高会総会議案】
◆第 1 号議案 令和元年度事業報告及び決算
前年度の総会以降、賀詞交歓会、ゴルフコンペ、幹事会、百年の森への参加、記念誌づくりなどの
事業が行われ、94 万円余の収支がありました。
◆第 2 号議案 役員改選
根本会長(16)、鳥井副会長(11)、岩嵜幹事(11)が退任され、新たな体制でのスタートとなりました。
・顧問：石井治(中 48)、三輪昭彦(15 回)、根本崇(16 回、新任) ・会長：香田寛美(25 回、新任)
・副会長：岩本利夫(22 回、新任)、鈴木剛(28 回、新任、ｺﾞﾙﾌ部会長)、由木智(36 回、新任)
・事務局長：竹内透(44 回) ・監事：伊藤貴成(47 回、新任)、岡田務(48 回、新任)
・会計：池田博行(44 回)
・幹事：森岡洋一郎(45 回)、林亮平(52 回)、岡山裕太(54 回)、
渡邊隼人(54 回)、本田裕士(58 回、新任)
◆第 3 号議案 令和 2 年度事業計画及び予算
総会、賀詞交歓会など例年通りの事業計画と 55 万円余の収支予算です。
◆第 4 号議案 令和 2 年度同窓会代議員の推薦
一般社団法人 埼玉県立浦和高等学校同窓会の代議員候補者として由木智さんを推薦します。

【創立２０周年記念誌『喫茶去 特別編』作成】
2001 年 9 月 1 日に発足した春日部地区浦高会も、2020 年総会が 20 回
目の記念総会になるため、創立 20 周年記念事業として記念誌を作成しました。
タイトルの『喫茶去（きっさこ） 特別編』は、当会でこれまで 20 年にわ
たり綴ってきた会報のタイトルです。当会にお越しくださった皆様に一碗の茶、
一献のお酒とともに私たちのお話で楽しんで頂きたいという気持ちから命名
したものです。また背景の写真は会員の大島斎礼さん（高 2 回）から提供い
ただいた写真で「埼玉県と千葉県の境を流れる江戸川の堤下から雲を狙って撮
りました。雲の美しさを感じて頂ければ幸いです」とのコメントをいただきま
したが、大地に根を張り寄り添う二本の木は私たち同窓生の集まりのように大
きく枝葉を伸ばし、広き宇内を見上げているような気がします。そして、移りゆく雲と川面に 20
年という時の流れを感じさせてくれます。記念誌の中身は、根本崇会長(16 回)の発刊のご挨拶か
ら始まり、野辺博・浦高同窓会会長(24 回)とウィーン在住の声楽家・富田千種様(19 回)からのご
祝辞、20 年間の歩みを振り返る「座談会」、30 名の会員からの浦中・浦高時代の思い出、半世紀
を振り返って、春日部地区浦高会と歩んだ 20 年などさまざまなテーマの寄稿を収録しました。

【これまでの周年事業】
◆１５周年「音楽の都ウィーンからの贈り物」

◆１０周年「春日部麗しの杜づくり」
・2010 年～2013 年 植栽活動（4 回）
2.5m 程度の中木合計 75 本を植栽
・2011 年～2019 年 樹名板の取り付けや冬
場の野鳥観察会等（10 回）

※埼玉県みどりの埼玉づくり県民提案事業活用
※彩の国みどりのサポーターズクラブ事業活用

【百年の森づくり参加】

・2014 年～2018 年 富田千種氏(高 19 回)
他出演によるコンサート（6 回）、野田市役
所ホールにてのミニコンサート（2 回）
・2015 年～2019 年 富田千種氏(高 19 回)
による春日部市内中高生・一般市民を対象と
した声楽指導（15 回）

※春日部市地域力アップ補助金を 3 年間活用

【広報活動・会報『喫茶去』】

◆１１月１５日、初冬の森林整備 参加３名
【会報】２０２０年２月～２１年２月まで２０号発行
1 年振りの森林活動、全体で 28 名の参加でし ◇「２０年間を振り返るとアッという間」2/3、3３4 号
たが午前中の除草でだいぶ綺麗になりました。
◆「公認会計士による税金のお話！」
2/3、3３5 号
◇「目出度い！皆様おまめで繁盛！」
2/3、336 号
◆「２２地域職域の同窓生が集まって」 2/8、337 号
◇「効率よく密度の濃い時間を過ごす」 2/13、338 号
◆「仙龍と私 ～追悼 仙龍のおばちゃん～」3/20、339 号
◇「新しいことへのチャレンジチャンス」4/22､340 号
◆「来週は「浦高同窓会Ｒ２年度総会」」 5/31､341 号
◇「浦高同窓会総会、浦高さん達と！」 6/7、342 号
◆「記念誌、他人史、本づくりに‥！」 6/21、343 号
◇「追川氏の演奏がＴＶで楽しめます！」6/26、344 号
◆「一般社団・浦高同窓会の社員総会」 8/1、345 号
【その他活動（中止！）】
◇「私たちが過ごして来た日々を‥！」 8/13、346 号
◆「書面決議の総会を終え２０年目へ」 9/6、347 号
小旅行【利根川水運の要・関宿を巡る旅】
◇「地域同窓会の歴史を残すために！」 9/11、348 号
◆５月（久喜麗和会との合同企画） 千葉県関宿 ◆「浦高伝統の古河マラが開催されて」 11/2、349 号
を巡り、関宿城博物館や利根川東遷などの歴 ◇「天候に恵まれ少人数での森活動！」11/15、350 号
史、利根運河や現代の治水を学ぶ予定でした ◆「２０２０年は浦高ラグビー部で‥」12/14、351 号
◇「春日部地区浦高会の２０２０年」 12/14、352 号
が、中止となりました。
◆「地域職域同窓会会議も紙面となり！」2/21､353 号

【ゴルフコンペ】

◆４月 第３５回ゴルフコンペ
◆１０月 第３６回ゴルフコンペ
新型コロナ感染予防の観点で中止。

２．ホームページ
ＨＰ 浦高同窓会ホームページに移行
メール ayano-728@tbr.t-com.ne.jp

【夏炉冬扇】浦高生や OB の活躍関連記事を 10 号発行
★「浦高ラグビーは守破離で自走する」5/13、5150 号
☆「世界のどこかを支えるリーダーに!」5/13､5151 号
★「皆さまのパワーを頂いた元気に！」5/28､516８号
☆「いつまでも少年の心を抱かせる！」7/17､5220 号
★「日本から世界に選手を輩出する！」7/19、5223 号
☆「クラフトビールでまちを元気に！」7/22、5226 号
★「「無骨すぎる浦高伝説」に期待して」8/13､5248 号
☆「佐藤優氏の人生と還暦以降の戦略」 9/3､5281 号
★「易きに向かわず､まずやる､すぐやる」1/11､5454 号
☆「農業を通して地域おこしに励む！」 1/16､5464 号

３．役員・事務局
会長：香田寛美(25 回)、副会長：岩本利夫(22 回)、鈴木 剛(28 回・ｺﾞﾙﾌ部会長)、由木 智(36 回)、
顧問：石井 治(中 48 回)、三輪昭彦(15 回)、根本 崇(16 回)、監事：伊藤貴成(47 回)、岡田 務(48
回)、会計：池田博行(44 回)、幹事：森岡洋一郎(45 回)、林 亮平(52 回)、岡山裕大(54 回)、渡邊
隼人(54 回)、本田裕士(58 回) 事務局長：竹内 透(44 回)

