
令和３年度 七宝会 関東支部総会 総会資料 

 

令和 3年 11月 28日 

 

 

【議案１】 活動報告 

 今期も新型コロナウィルスの影響により、関東支部総会・懇親会をはじめ、 

本部総会、兄弟校同窓会が中止となりました。 

  また、関東支部幹事会についても、対面での幹事会は開催せず、メールでの 

情報共有、方針決定を行いました。  

 

 

【議案２】 活動計画 

 令和４年度についても、新型コロナウィルスの状況を見極め、会員、役員等 

関係者の安全を第一に活動を行います。 

 ・関東支部 SNS運営（通年） 

 ・兄弟校同窓会への参加（令和 4年 2月、6月 予定） 

 ・七宝会関東支部総会/懇親会の開催（令和 4年 11月 予定） 

 

 

【議案３】 会計報告 

 ・令和 3 年度では支出を伴う活動はなく、前年度からの繰り越し金から変動は 

ありませんでした。 

  

 ・収入     ３６１,７２８円（前年度繰越金） 

 ・支出         0円 

  

 ・次回繰越金  ３６１,７２８円 

 

以上、ご報告申し上げます。 

 

令和 3年 11月 28日 

七宝会関東支部事務局会計 細川 裕基 

 

  



 

【議案４】 会計監査報告 

※オンラインにて監査を実施したため、報告書が 2通となっています。     

 

 

 

  



 

【議案５】 役員＆学年幹事 

 前年度から役員、学年幹事の変更はありません。 

 

・七宝会関東支部 体制 

＜役員＞  

 支部長  七宝会役員兼任  和田 靖     電波高専 10期 

  副支部長                塩田 卓実   電波高専 16期 

  幹事長  本部副会長兼任  三木 勇司   電波高専 5期 

  顧 問               金子 知好   本科 19期 

  相談役                  曽根 広則   本科 16期 

  会計監査                柏野 明宣  本科 21期 

  会計監査                多田 昌宏   電波高専 4期 

  事務局                  綿谷 誠文   本科 21期 

  事務局                  早川 幸一   本科 22期 

  事務局                  御堂丸 篤  本科 24期 

  事務局                  河野 彰人   本科 24期 

事務局                  亀元 智仁   電波高専 13期 

事務局      湯浅 典子   電波高専 25期 

  事務局 会計             細川 裕基   香川高専 1期 

  事務局                  小野 亜加利  香川高専 3期 

  仙台分会長               岩谷 朗好   電波高専 13期 

 

 ＜学年幹事＞ 

本科 2期 六川 博    本科 3期  岡田 一郎（連絡不可） 

本科 4期 柏木 和久   本科 5期  阿部 栄一 

本科 6期 香川 一雄   本科 7期  米濱 鉦二 

本科 8期 古川 善士   本科 9期  出石 昌三 

本科 10期  高尾 忠男    本科 11期 小西 伯明 

本科 12期  今村 優    本科 13期 近藤 信竹 

本科 14期  山田 幹弘    本科 15期 仲田 徹 

本科 16期  香川 三雄    本科 17期 黒島 豊 

本科 18期  田中 和夫    本科 19期 金子 知好 

本科 20期  宮本 和正    本科 21期 柏野 明宣 

本科 22期  早川 幸一    本科 23期 荻野 静男 

本科 24期  御堂丸 篤 



電波高専 1期 林 靖彦    電波高専 2期 松田 正 

電波高専 3期  大野 清治    電波高専 4期  多田 昌宏 

電波高専 5期 三木 勇司    電波高専 6期 植木 誠一 

電波高専 7期 岡 政明    電波高専 8期 福田 浩喜 

電波高専 9期 高橋 正徳    電波高専 10期 和田 靖 

電波高専 11期 原 浩      電波高専 12期 山下 孝徳 

電波高専 13期 大本 茂史   電波高専 14期 小西 聡  

電波高専 15期 平原 貴音   電波高専 16期 塩田 卓実 

電波高専 17期 平田 利広   電波高専 18期 中田 照実 

電波高専 19期 参鍋 仁   電波高専 20期 奥山 尚子 

電波高専 21期（不在）    電波高専 22期 松原 隆之 

電波高専 23期 長濱 亮   電波高専 24期 矢野 裕昭   

電波高専 25期 湯浅 典子   電波高専 26期 東 和也 

電波高専 27期 浅海 啓太   電波高専 28期 （不在） 

電波高専 29期（不在）    電波高専 30期 黒田 健剛 

電波高専 31期（不在）    電波高専 32期 （不在） 

電波高専 33期（不在）    電波高専 34期 今井 一樹 

電波高専 35期 大野 悠   電波高専 36期 森 まなみ 

電波高専 37期 藤田 春輝   電波高専 38期 （不在）   

香川高専 1期 関 智菜未   香川高専 2期 （不在） 

香川高専 3期 小野 亜加利   香川高専 4期 （不在） 

香川高専 5期 （不在）    香川高専 6期 （不在） 

香川高専 7期 （不在） 

 

＜関東支部会員＞ 

 

以上 


