
国分寺高校野球部 

2022 年 定期OB総会 議事録 

 

開催日時 2022 年 8 月 21 日（日） 11:00-12:00 ＠国分寺高校＆オンライン会議  

参加者 12 名 [敬称略 ()内は期数] 

・Open 参加メンバー 井口(9)、加藤(12) 

・幹事メンバー 

（役職は、資料 P2 参照） 

高辻(12)、加藤木(5)、瀬戸(5)、下山(12)、仁木(13)、友常(14)、吉田(15)、山崎(16) 

今岡(17)、大澤(25) 

総会資料 20220821 国分寺高校野球部 OB 総会 final.pdf （別添参照） 

 

総会の模様は、動画でもご覧になれます。 (議案２からの録画となってますことご容赦願います) 

https://us02web.zoom.us/rec/share/DyA2Z5-UkcL6tthg3-

iRo7iOuKlXAE1rgKk_fWJ7dI3Z62QcwzvZUNb6ZH1Iz4kO.FRLCB7xIvWYlkZ7c?startTime=1661047891000 

 

＜総会成立要件の確認～会則第 22 条＞ 

総会員数 872 名  [OBOG 826 名(1-51 期)、現役 38 名(52-54 期)、教員･賛助会員 12 名、物故者 4 名を控除] 

会員総数の 10 分の 1 以上（88 名）の出席（委任状出席を含む）が総会成立要件 

◼ 本日出席    12 名 

◼ 委任状出席  121 名 （委任状 Web 登録 83 名、現役 38 名の委任） 

◼ 合 計     133 名 ・・・よって 本日の総会は成立 

 

議 事 

１．OB会活動状況のご報告 （資料 P4） 

⚫ 高辻会長(12 期)より、この 1 年の活動状況について報告 

⚫ OBOG 各位においては、引き続き、繋がりの向上と現役チームへのサポートへのご協力をお願いします 

 

２．昨年度(2021)決算ならびに会計監査の承認 （資料 P5-8） 

⚫ 今岡会計幹事(16 期)より、収支報告書にもとづき報告 (資料 P5) 

⚫ 2021 年度決算： 会費収入 41.6 万円、支出 31.3 万円、前年度繰越金 101.2 万円、次年度繰越 111.4 万円 

⚫ 今岡氏より、大坪氏(33 期)と中山氏(39 期)の両会計監査員により、2021 年度決算が監査、承認されたことを報告(資料 P6) 

⚫ ここ 8 年の OB 会費納入実績推移を紹介。メーリングリストや facebook 開始前の 2014-15 年に比べ、ここ 6 年は、平均納入者

数と納入金額が大幅に増大（平均 10 万円台→平均 40 万円台）したことを報告し、来年 55 周年に向け、より一層の皆様の支

援をお願いします (資料 P7) 

⚫ 会費納入 OBOG 一覧の掲載にて、1~50 期：72 名への OBOG への謝意を表せて頂きました (資料 P8) 

⚫ OB 総会全会一致により、昨年度の決算ならびに会計監査が承認された。 

 

３．役員改選の承認 （資料 P9） 

⚫ 仁木氏(13 期)より、3 年の任期満了につき、指名委員会により現会長：高辻氏(12 期)ならびに現会計監査員：大坪氏(33 期)

と中山氏(39 期)の再任が推奨されたことを報告し、OB 総会全会一致により、その承認がなされた。 

⚫ 続きまして、再任された高辻会長より、この 3 年間の運営体制を踏襲し、現役員（資料 P2）の再任が推奨・指名され、本体制にて

次の任期３年間のＯＢ会を運営していくことを確認した。 

 

４．新年度における活動方針と予算 （資料 P10-14） 

⚫ 高辻氏(12 期)より、引き続き、下記の OB 会活動方針に基づき、OB 会を運営していくことについて説明 (資料 P10) 

➢ 野球部への経済的支援と会員相互の親睦を目的として活動していく 

https://us02web.zoom.us/rec/share/DyA2Z5-UkcL6tthg3-iRo7iOuKlXAE1rgKk_fWJ7dI3Z62QcwzvZUNb6ZH1Iz4kO.FRLCB7xIvWYlkZ7c?startTime=1661047891000
https://us02web.zoom.us/rec/share/DyA2Z5-UkcL6tthg3-iRo7iOuKlXAE1rgKk_fWJ7dI3Z62QcwzvZUNb6ZH1Iz4kO.FRLCB7xIvWYlkZ7c?startTime=1661047891000


➢ 現役チームの活動への経済的支援の基本方針 

➢ 現役チームへの人的支援の提供 

⚫ 2017 年～2021 年の OB 会からの寄贈品について紹介 (資料 P11) 

⚫ 今春の 51 期卒業生への OB 会紹介ならびに卒業記念タオルの贈呈が行われたことを報告 (資料 P12) 

⚫ 3 月に OBOG 会だよりを発行したことについて報告 (資料 P13) 

⚫ 昨秋実施した OBOG アンケートについて報告 (資料 P14) 

 

５．新会員の報告 （資料 P15-17） 

⚫ 山崎氏(16 期)より、2022 年度新たに 54 期生 10 名が加わり、OB 会会員総数 872 名となったことを報告 

⚫ OBOG Mailing List に 345 名（会員の 42％）と Facebook に約 150 名（会員の 18％）の登録があり、これらを用いて、

OBOG の約 48％にあたる約 394 名に、OB 会メッセージが届いている状況を報告 

⚫ ここ数年、様々な施策により、メーリングリストへの OBOG 登録者数は増えているものの、16 期以降の登録者数＆登録率共に、まだ

まだ向上の余地があり、皆様の引き続きの同期や先輩・後輩へのお声掛けをお願いします 

⚫ 会費納入実績は、72 名と OBOG 総数の 10%弱、上記メッセージが届いてる 394 名の 20%弱であり、まだ会費納入にご協力頂く

余地があることを報告 

 

６．現役チーム近況 （資料 P18） 

⚫ 大澤氏(25 期：2019 年よりコーチ)より、現役チーム状況、この 1 年の秋・春・夏の戦績について報告 

⚫ 3 年生 20 名（選手:19＋マネージャー:1 名）が引退し、新チームは 18 名（選手:2 年 8 名＋1 年 8 名+マネージャー:2 名）

にてスタート。9 月の秋季大会に向け、1・2 年生、力を併せて切磋琢磨中 

 

７．マスターズチーム近況 （資料 P19-21） 

⚫ 下山氏(12 期)より、チームメンバー現況、2021 年はベスト４で甲子園出場を決めた日大二に惜敗したこと、2022 年シーズンの試

合結果＆今後の試合予定について紹介 

⚫ 9/18 に城北高校との練習試合＠駒沢球場、10/1 に立川高校との公式戦 2 回戦＠あきる野球場を予定 

⚫ 甲子園出場を成し遂げるために若手 OBOG の積極的なチームへの参加をお願いします 

⚫ マスターズ参加希望 OBOG は、事務局 kokubunjibaseball@gmail.com まで、ご連絡ください 

 

８．その他 （資料 P22-23） 

(1) OBOG 野球大会 

➢ 本日午後、コロナ禍を経て、3 年ぶりに開催することを報告 

(2) OBOG ゴルフ大会 （資料 P22-23） 

➢ 吉田氏(15 期)より、昨年ゴルフ大会模様、今年の開催要項について報告 

➢ 今年は、10/9（日）＠相模湖 CC にて開催予定、 参加者 20 名募集します 

➢ ゴルフ参加希望 OBOG は、事務局 kokubunjibaseball@gmail.com まで、ご連絡ください 

 

９．OBOG へのお願い （資料 P24） 

⚫ 友常氏(14 期)より、下記を説明 

➢ 50％：  OBOG Mailing List へのメアド登録率 50％を目指し、引き続き、同期/先輩/後輩への積極的なお声掛けや、 

  同期 LINE への OB 会情報展開へのご協力 

➢ 50万： 年ごとに変動のある納入会費＆寄付額を安定的に 50 万円集まるような OB 会の運営を目指す 

➢ 50名： 各種 OBOG イベント（野球大会、ゴルフ、マスターズ、総会）への 50 名の OBOG 参加を目指す 

OBOG コミュニティの活性化を目指し、Mailing List と Facebook への自由かつ積極的な投稿のお願い 

「OB 会費で現役支援➡チーム強化➡神宮 Best8➡OBOG 盛上げ➡会費納入増➡現役支援」の好循環の確立を目指す 

 

以上 

mailto:kokubunjibaseball@gmail.com
mailto:kokubunjibaseball@gmail.com

