
 

過去の事務局日報 
[令和 3 年度（2021 年度）〜平成 19 年度(2007 年度] 

 
令和 3 年度（2021 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 

2.16 ・大島支部再編成について槌尾前専務理事に相談 
 18 ・学年幹事委嘱⽤図書カード購入  
 21 ・入会のしおり印刷・製本 190 部 
 22 ・⺟校へ同窓会入会式⽤入会のしおり、会⻑賞、副賞（記念   

誌）、図書カード持参 
 24 ・日精(株)川端社⻑⺟校訪問の件で松本校⻑より連絡あり 
 28 ・同窓会入会式 ⺟校講堂 村中会⻑、内⼭副会⻑、蔵⽥理  

事、中村理事、事務局出席 
    定時制入会式は 17 時 30 分からの開催で内⼭副会⻑のみ出席 
   ・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次決算資料提出 
3. 3 ・⺟校より「下松⼯新聞」３００部受領 
  4 ・総会案内⽤封筒印刷 個人会員あて１１４２名 
   ・プリンタートラブル 冨⼠フィルムに点検依頼 
  7 ・新卒の福⽥悠也氏（MR04）及び渡邊翔太氏（CR04）より 

奨学⾦授与の礼状受理 
   ・組織委員会案内状投函 
  9 ・藤中税理⼠事務所岡⽥さんより給付⾦（国及び県）について連 

絡あり 
 10 ・松本校⻑より⺟校ホームページ追加更新について相談あり 
 12 ・組織委員会開催 内⼭委員⻑、浅⾕副会⻑、 

1.19 ・下松⼯業会報特集号 11,000 部富⽥印刷より納入 
20 ・会報特集号を⺟校 PTA 評議委員会⽤ 30 部と生徒・教諭へ

580 部持参 
・会報特集号封入作業 槌尾前専務理事、蔵⽥理事、事務局 3,000 

部発送 
21 ・会報特集号封入作業 村中会⻑、内藤理事、藤⽥前理事、 

さくらクラブ（高村幸江さん福永知佐子さん、河村明美さん） 
ご協⼒ありがとうございました。 5,336 部発送 

24 ・PTA 評議委員会出席 ⺟校会議室 13:30〜 村中会⻑、事務  
 局 
25 ・竹⽥康男氏（T40 竹⽥⼯業有限会社）来館、寄付⾦ 3 万円

受領 
26 ・マイクロバス名義の件で⺟校松本校⻑より相談あり。藤中税理⼠

事務所と協議し現状のままとすることを了解した。 
2. 1 ・半⽥武男氏宅（M26）を訪問。記念誌持参、年会費、運営基

⾦、寄付⾦受領 
2 ・中村理事来館 入会申込書、年会費、入会⾦持参 

M 37 名 年会費 37,000 入会⾦ 185,000 (円) 
Ｓ 39 名 39,000 195,000 
Ｉ 39 名 39,000 195,000 
Ｃ 39 名 39,000 195,000 
定時 M 3 名 3,000 15,000 
（計） 157 名 942,000(円) 
・木村正人氏（M31 キムラ⼯業有限会社））来館、寄付⾦受領 
・勤労統計調査に来館あり 

7 ・⼭口県総務部学事文書課学事宗務班 釼物達文主査、若⽉由
加理主任訪問村中会⻑、内⼭副会⻑、事務局 

8 ・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次決算資料提出 
10 ・卒業証書⽤円筒 ⺟校へ 157 本納入(江⼾屋) 
14 ・徳⼭大学⼩林啓祐准教授来館 高度成⻑期の動態調査資料に

ついて相談あり 
事務局日報（10） 事務局日報（9） 
12.15 ・大島支部川端修支部⻑(M27)の訃報連絡あり 

・橋本暢公元理事、HP 修正の件で来館 
17 ・髙⼭興昇氏（M31）来館 記念誌２冊購入 

・⽥脇武男氏(C37)の訃報連絡あり 
・第１５回１００周年記念事業実⾏委員会＆企業・地域代表者
懇親会開催 
きらぼし館きらぼしホール 18:00〜20:30 26 名＆37 名参加 
懇親会清算書･･･添付資料❶ 

18 ・広報ホームページ委員会開催 16:00〜18:10 浅⾕、蔵⽥、内
藤、徳原、事務局 

20 ・日本精蠟(株)より寄付⾦ 15 万円の入⾦あり。礼状及び領収書
送付 
・富⽥印刷⼭本氏来館 会報特集号打合せ 

21 ・寄付⾦納入の周南地域企業に挨拶と記念誌持参 ⼭口コーウン

11.16 ・東京中日スポーツ ⼩原栄二記者来館 元中日ドラゴンズ⼭
根利明（C33）取材の件で 
・きらぼし館１２⽉１７日予約 記念事業実⾏委員会及び地域企
業代表者懇親会 
・県教育委員会後援礼状及び講演会結果報告書提出 

18 ・祝賀会来賓出席者へ礼状持参 守⽥宗治、森繫哲也両県議、
國井市⻑、中村議⻑他 

19 ・HP 修正のため橋本暢公元理事来館。蔵⽥理事と作業実施 
・第１５回⺟校創⽴実⾏ 100 周年記念事業実⾏委員会案内状
作成・投函 ３５通 
・JAXA へ寄付⾦ 10 万円振込 

24 ・企業・地域支部代表者懇親会案内状作成・投函 ２２通 
27 ・広報ホームページ委員会開催 七彩特集号発⾏について 浅⾕、

徳原、内藤、事務局 



(株)、トーソー物流 
(株)、協和⼯業(株)、(株)サンテック、トクヤマ海陸運送(株)、周南
システム産業(株)、日本精蝋(株) 
・松本校⻑より全国大会で神代大介氏（MH31）旋盤部門銀賞、
藤井将弥氏（MH31） 
電気溶接部門で敢闘賞受賞との連絡あり 

24 ・(有)サインランド、(株)公栄に礼状と記念誌持参 
・⺟校より学校新聞 300 部受領 

25 ・(有)中⾕⼯業に記念誌持参 
27 ・岐⼭化⼯機(株)に記念誌持参 大橋社⻑と⾯談 

・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 扶養控除等異動申告書受理 
・荒⾕実貴男氏（C22）の訃報連絡(手紙)あり 

28 ・江⼾屋へ卒業証書⽤円筒、１５７本発注 
29 ・井川成正前下松市⻑葬儀参列 
1. 4 ・藤中税理⼠事務所へ⽉次決算資料持参 
5 ・下松⼯業会報送付⽤封筒印刷 8317 部印刷完了 
6 ・広報ホームページ委員会開催14:00〜16:00 蔵⽥理事、内藤理

事、徳原監事、事務局 
7 ・⺟校への 100 周年寄付税務処理について藤中税理⼠事務所へ

相談 
11 ・下松⼯業会報特集号原稿等最終確認、発注 

29 ・記念誌を寄稿者へ発送 12 名 
30 ・記念誌高額寄付者へ発送 57 名 

・日⽴製作所笠⼾事業所より１００周年寄付⾦３０万円入⾦あり 
12. 6 ・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館。⽉次決算資料提出 

・ロリポップ、レンタルサーバー更新 
・福岡支部福⽥忠義支部⻑より記念誌贈呈のお礼あり。皆さんによろ
しくお伝えくださいとのこと。 
・日⽴製作所へ寄付⾦の礼状・領収書送付 

7 ・日本精蠟支部 支部⻑交代連絡あり 新支部⻑神⽥光史氏
（EH01） 
・JAXA より講演会旅費交通費等請求有り。振込完了 

8 ・⺟校文化体育活動助成⾦贈呈式 吹奏楽部、登⼭部 11:30〜 
⺟校校⻑室 

10 ・⻄京教育文化振興財団に寄付⾦のお礼と記念誌持参 
・下松市役所支部事務局 井内慎⼀郎氏来館 会費及び寄付⾦受  
 領 

事務局日報（8） 事務局日報（7） 
10.19 ・スターピア訪問、講演会について打合わせ 浅⾕、内藤、事務  
 局 

・ホテルサンルート徳⼭訪問 祝賀会について打合せ 浅⾕、内藤、事
務局 

20 ・講演会開催案内 報道各社への投げ込み 27 社へ 
・祝賀会正式案内市役所秘書室角さんへ持参 

22 ・祝賀会写真撮影 ⽯井元理事の紹介で 板本（ソラアイ）氏へ依 
 頼 

・⼭口県文化財出前講座「下⼯弁慶号の歴史と現況」について ⺟
校 14:00〜14:45 
（下松べんけい号を愛する会）栗⽥氏、大木氏、村中会⻑、事務局 
・100 周年記念誌「友愛正義 ⼭松⼯百年のあゆみ」1000 部納

入 内 155 部⺟校へ 
24 ・⺟校校庭庭木剪定 松本校⻑、村中会⻑、浅⾕、蔵⽥、清水、

中津井、岡⽥、槌尾、 
藤⽥、松村、あすなろ⼯業（中津井、清木） ご協⼒ありがとうござい
ました。 

25 ・佐藤商会より校旗納入 （1155 千円） 
29 ・日鉄テックスエンジ（株）10 万円、（株）ヒロテック、濱⽥重⼯
（株）各 3 万円振込あり 
30 ・三牧⽯材店 ⺟校１００周年記念碑設置 
11. 1 ・記念式典、講演会スターピア最終確認 村中会⻑、内⼭、浅

⾕、岩村、内藤、事務局 
２ ・記念講演会開催 参加者 来賓:２０名、同窓生:７０名、⼀般:

１９名、役員:14 名生徒:472 名、教員:73 名 計６６８名 
・きらぼし館 令和 4 年度総会会場予約 

４ ・⽉次決算資料を藤中税理⼠事務所へ持参 
５ ・記念祝賀会関連打合せ 内⼭、浅⾕、蔵⽥、⼭本（富⽥印刷） 
８ ・藤井周南市⻑より祝賀会祝辞受領 
11 ・ホテルサンルート会場最終確認、横断幕・会旗持参 内藤、事務 

9.21 ・ 清和⼯業、企業支部等へ祝賀会案内状投函 
23 ・ 藤井委員⻑よりゴルフ大会賞品 22 個受領 
24 ・ ⾏事企画委員 ゴルフ大会打合せ 内⼭副会⻑、徳原監事、岩

村理事、事務局 
27 ・ 第 14 回１００周年記念実⾏委員会案内状投函 30 通 
28 ・ JAXA へ講演会⽤ポスター使⽤承認申請 
30 ・ ⺟校校庭 松の木剪定 藤⽥文明さん（C39）５日間で完了 

お疲れさまでした。 
10.1 ・ さくらクラブ交流会開催案内状２５通投函 

・ 下松市⻑、守⽥・森繁両県議に記念講演・祝賀会案内状持参。 
・ 周南システム産業(株)より 100 周年寄付⾦５万円の入⾦あり。
領収書、礼状送付。 

2 ・ 柳元理事、入院との連絡あり。講演会・祝賀会司会者について関
係者と協議。 

4 ・ ⽟川教育⻑、江口教育⻑代⾏へ記念講演会・祝賀会案内状持
参。 
・ K ビジョン 海⽼⾕さんより講演会ネット配信の⾒積書入手。 
・ ⺟校髙橋等元校⻑来館 祝儀１万円受理 
・ 藤中税理⼠事務所へ⽉次決算関係資料持参 

5 ・ 光支部⻑林さんより 大木満（M27）さん訃報連絡 
6 ・下松市教育⻑に講演会後援申請書提出 担当:社会教育係 吉

開仁彦氏 
・ ⻄部タクシーに講師⽤タクシー料⾦の相談 

8 ・ 堀本下松市議来館 記念式典で展⽰されたらと「開校記念誌」を
持参。 
・ 藤中税理⼠事務所 岡⽥さんから「⼭口県中⼩事業所デルタ株集
中対策支援⾦」申請の件で相談あり 

9 ・ さくらクラブ交流会開催 福永知佐子代代表他６名 本部より５名
出席。 
・ 役員打合せ 村中会⻑、内⼭副会⻑、蔵⽥理事、内藤理事、事 



 局 
12 ・100 周年記念碑除幕式 ⺟校で 10 時〜 村中会⻑、事務局 
13 ・記念祝賀会開催 出席者 来賓:16 名 同窓生:73 名 役

員:14 名 計 103 名 

務局 
11 ・ 三奈木塗装店３F 和室サッシ開閉調整。 

・ 大晃機械⼯業(株)より 100 周年寄付⾦として 100 万円入⾦あ
り。 礼状・領収書送付 
村中会⻑、槌尾氏、藤澤氏へ連絡しお礼訪問について相談 

・ ホテルサンルート徳⼭ ⽥中支配人来館 祝賀会について協議。 
・ スターピア＆スターテックと記念式典・講演会の式次第、会場等につ

いて打合せ。 
松本校⻑、原⽥教頭、中村理事、浅⾕副会⻑、内藤理事、事務
局、海⽼⾕氏（K ビジョン） 

・ 県文化財課柴原氏と出前講座の件で打合せ。 
  ・今年度の岡⼭懇親会は中⽌すると藤本憲正世話人より連絡あり。 

・ 第 14 回実⾏委員会 ⺟校会議室 18:00〜19:20 
13 ・ ⺟校創⽴１００周年記念第 30 回七彩会ゴルフ大会開催 71 

名参加、 
優勝 宝島勝興氏（M38） 

15 ・ ⼭口新聞⽥辺清史氏来館 11 ⽉ 2 日発⾏の創⽴１００周
年特集に関し打合せ。 

19 ・ 祝賀会関連打合せ ホテルサンルート⽥中幸夫支配人、浅⾕副
会⻑、内藤理事、事務局。 

事務局日報（6） 事務局日報（5） 
8.18 ・ ⼭口県中⼩企業支援⾦４０万円入⾦あり 

・ 企業訪問（内⼭副会⻑、事務局） 東ソー(株)、(株)サンテック
（協和⼯業）、 
周南システム産業(株)、トクヤマ海陸運送(株) 

20 ・ 企業訪問（内⼭副会⻑、事務局）日本精蠟(株)、東ソー物流
(株)、⼭口コーウン(株) 
・ サンテック(株)、協和⼯業(株)から 100 周年寄付⾦各 15 万円
入⾦あり 領収書、礼状送付 

23 ・ 第 30 回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:10 
松本校⻑、村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川
元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

25 ・ ⾏事企画委員会開催 10:00〜13:15 浅⾕副会⻑、徳原監
事、内藤理事、事務局 
・ 出光支部 岡⽥支部⻑来館 年会費、寄付⾦受領 

26 ・ 橋本暢公元理事、蔵⽥理事でホームページ更新検討 
27 ・ 第 3１回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:00 

松本校⻑、村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川
元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

30 ・ 徳⼭海陸運送(株)より 100 周年寄付⾦６万円入⾦あり 領収
書、礼状送付 

31 ・ エネオス(株) より 100 周年寄付⾦１５万円入⾦あり 領収
書、礼状送付 

9. 1 ・ 岐⼭化⼯機(株)より 100 周年寄付⾦５万円入⾦あり 領収
書、礼状送付 

2 ・ JAXA より記念講演の講演者は⾦井宣茂宇宙⾶⾏⼠とのメール
有り 

・ 橋本暢公元理事 ホームページ更新指導に来館 
3 ・ タカハシ⾐料よりブルゾン⾒積入手 
・ ⼭口コーウン(株)より 100 周年寄付⾦３万円入⾦あり 領収書、礼

状送付 
・ 藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次決算資料提出 

7.19 ・納涼会 参加者 13 名 
・祝賀会出席について國井下松市⻑、守⽥県議、森重県議、⽟川
教育⻑の予定確認 

21 ・奨学⾦、文化体育活動助成⾦贈呈式 11:00〜⺟校応接室 
26 ・第２５回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜17:30 村

中会⻑、内⼭副会⻑、 中村理事､河村前会⻑､早川元副会⻑､槌
尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

27 ・祝賀会案内状作成、持参 國井市⻑、守⽥・森繫県議、⽟川良
雄教育⻑ 
・⾏事企画委員会（ゴルフ大会打合） 18:00〜19:00 内⼭副
会⻑、徳原監事、東監事岩村理事、川向理事 

30 ・東洋鋼鈑支部 椎木さん年会費持参 ２０２０、２０２１年度
分計１６万円 
・第２６回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜17:30 村中
会⻑、内⼭・浅⾕副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川元副会⻑､
槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

・第１３回１００周年記念事業実⾏委員会開催 ⺟校会議室
18:00〜19:10 
・(株)公栄より寄付⾦５万円受領 

8.02 ・第２７回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:30 
松本校⻑、村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川
元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

03 ・⺟校⾯接訓練、⾯接官６人へお願い文を送付 
・⾏事企画委員 徳原監事、岩村理事 ゴルフ大会案内状印刷・投
函 141 人＋20 支部へ 
・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次資料提出、⼭口県「中⼩
企業事業継続支援⾦」説明 
・藤井委員⻑会報送付依頼があり１０部送付、次回の委員会開催
日の問合せあり 
・ボールペン⾒積り入手、内⼭和美副会⻑に転送 

04 ・中村理事 奨学⾦及び文化体育活動助成⾦領収書持参 



・ 電子申請 修正分提出 
・ 第 3２回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:10 

松本校⻑、村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川
元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

6 ・ 中国新聞社中井幹夫周南支局⻑来館 
7 ・ 広島支部総会中⽌案内状２４通 投函 

・ 東⼭口信⽤⾦庫 松原正雄理事⻑を訪問（C47） 
・ ⾏事企画委員会開催 内⼭副会⻑、徳原監事、岩村理事、東監
事、川向理事 
・ 第 3３回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:00 松
本校⻑、村中会⻑、河村前会⻑､早川元副会⻑､槌尾前専務理
事､⼭本氏（富⽥印刷） 

9 ・ ホームページ更新・公開 蔵⽥理事お疲れ様でした。 
・ 東⼭口信⽤⾦庫 松原正雄理事⻑より 100 周年寄付⾦１０万
円入⾦あり 領収書、礼状送付 

10 ・ 第 3４回記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:00 
松本校⻑、村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川
元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

13 ・ 中村達夫（C58）氏来館、エルザベス TATSUO で活動中 
・ ⺟校３年生⾯接指導 
村中会⻑、林通生氏（M32）、⼭上雅弘氏（C48）、大段宏
（M45）、内藤理事 
・ 県学事文書課より電子申請処理済みの連絡あり 
・ 東ソー物流(株)より３万円の入⾦あり 領収書、礼状送付 

14 ・ ⺟校３年生⾯接指導 林通生氏、⼭上雅弘氏、大段宏、浅⾕
副会⻑、内藤理事 

15 ・ 講座「下弁慶号について」確認 べんけい号を愛する会栗⽥事務
局⻑及び松本校⻑ 

16 ・ １００周年記念事業講演会・祝賀会案内状 会員へ発送 
1030 通 

・ 第 30 回ゴルフ大会賞品発注 近畿日本ツーリスト → JTB 
17 ・JAXA 宇宙⾶⾏⼠講演正式依頼申請書提出 

・内⼭副会⻑ ボールペン 2000 本発注 
・(株)佐藤商会 福島宏明氏来館 校旗発注（内⼭副会⻑確認

後） 
06 ・(株)サンギフト ボールペン代振込 

・市⻑、県議への式典案内状持参の件で松本校⻑、内⼭副会⻑と
事務局で協議 

10 ・松本校⻑、内⼭副会⻑が市⻑、県議へ式典及び講演会案内状
持参 
・第 28 記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜18:00 
松本校⻑、村中会⻑、内⼭副会⻑、河村前会⻑､早川元副会⻑､
槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

13 ・周南地域企業への寄付募集について打合せ（内⼭副会⻑、事務 
局） 

17 ・第 29 記念誌編纂委員会 ⺟校応接室 13:30〜 
村中会⻑、内⼭副会⻑、浅⾕副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早
川元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏（富⽥印刷）､事務局 

 
 
 

事務局日報（4） 事務局日報（3） 
6.15 ・「令和 3 年度 生徒への支援事業の募集について」の案内、⺟ 

校に提出 
16 ・会報５２号修正版入手、内⼭、浅⾕副会⻑承認後に印刷に入 
 る 

・光支部⼭本和男氏から矢部東洋司氏(C30)逝去の報あり 
・日⽴製作所笠⼾ 瀬来支部⻑、総会議事録に押印のため来館 
18 ・第２２回 100 周年記念誌編纂委員会開催 ⺟校図書室
13:00〜16:40 

村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川元副会⻑､
槌尾前専務理事､⼭本氏､事務局 

21 ・今川司法書⼠事務所に総会議事録（押印済）、就任承諾書、
辞任届提出 

23 ・(株)サンギフトからボールペンサンプル届く 
25 ・会報５２号封入作業8400 部完了、村中会⻑、槌尾前専務理

事、藤⽥顧問、松村伸氏、さくらクラブ（福永さん、高村さん、⽥村さ
ん）、蔵⽥理事、岩村理事、徳原監事、 
内藤理事、ご協⼒有難うございました。 
・第２３回１００周年記念誌編纂委員会開催案内状投函 

28 ・今川司法書⼠事務所 登記済定時総会議事録と「履歴事項全

5. 18・会報 52 号寄稿文 橋本響太氏より受領 
21・第２１回１００周年記念誌編纂委員会開催案内状投函 
・第１２回１００周年記念事業実⾏委員会開催案内状３２通投 
 函 
・会報 52 号寄稿文 藤井亜美さんから受領 
・⾦輪公園 桜の木剪定（市都市整備課） 

24・会報 52 号寄稿文 中堀教頭先生から受領 
25・内⼭副会⻑から下⼯新聞２００部受領 

・総会資料を支部へ送付 ３４支部 
・会報 52 号寄稿文 佐々木悠菜さんから受領 

26・会報 52 号寄稿文 ⺟校松本校⻑先生から受領 
28・会報 52 号寄稿文 村中会⻑、原⽥教頭先生、松永拓⾺氏から

受領 
・会報 52 号資料を富⽥印刷へ送付 

(寄稿文､総会関係､運営基⾦・寄付⾦納付者名簿､物故者名簿 
等) 

31・会報 52 号寄稿文 佐藤耀史氏から受領 
6．1・経済産業省よりの「令和３年経済センサス－活動調査」記入、

投函 



部証明書」持参 
29 ・会報５２号個人会員へ４２５０部発送 
30 ・会報５２号個人会員へ４１７５部発送 

・岩村理事より橘満俊氏（C43）訃報の連絡あり 
7．2 ・⺟校⻄尾教諭 ⾯接指導依頼書持参 

・第２３回１００周年記念誌編纂委員会開催 図書室 13:00〜
17:10 
村中会⻑、内⼭副会⻑、中村理事､河村前会⻑､早川元副会⻑､
槌尾前専務理事､ 富⽥印刷 ⼭本氏､事務局。・林通生氏
（M32）⾯接指導依頼し承諾を得る 

5 ・あすか地所より看板書き換えの件で相談あり 
6 ・会報５２号支部発送完了 ２６支部 1309 部 
7 ・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次資料提出、納付書・労働

保険手続き教わる 
・大段宏氏（M45）来館 ⾯接指導依頼し承諾を得る 

8 ・所得税納付、労働保険確定保険料申請書届出（下松労働基準
監督署） 
・大晃機械 有間支部⻑へ会報５２号不⾜分４０部送付（会員
45 名） 

14 ・第１3 回１００周年記念事業実⾏委員会開催案内状 27 通
投函 
・⼭上雅弘氏（M48）に⾯接指導依頼し承諾を得る 

15 ・会報５２号返送分２４３通 住所等確認、再送付作業中（蔵
⽥理事） 

19 ・第２4 回１００周年記念誌編纂委員会開催 応接室 9:30〜
12:20 村中会⻑、内⼭副会⻑、 

中村理事､河村前会⻑､早川元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏
（富⽥印刷）､事務局 

・今川司法書⼠来館 総会議事録と役員改選について 
2・バナー広告 掲載料納付依頼書投函 ４社 
3・藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次決算資料引取り 
4・あすか地所 郵便ポスト更新で相談あり 

・第 21 回 100 周年記念誌編纂委員会開催 図書室 13:30〜
17:20 
村中会⻑、内⼭副会⻑、 浅⾕副会⻑､中村理事､河村前会⻑､早
川元副会⻑､槌尾前専務理事､⼭本氏､沖⽥教諭､事務局 
・ 第 12 回 100 周年記念事業実⾏委員会開催 ⺟校会議室 
18:00〜19:20 藤井委員⻑ほか、２３名出席。 

7・ 松村伸氏絵画２点引取り 
・ ⼭本⼀夫元監事に監事辞任届出書を送付 
・ 富⽥印刷に会費等払込取扱票への印字を発注 7500 部 

8 ・ M42 ⽯川信利氏逝去の報あり 槌尾前専務理事より 
・ ⺟校⻄尾教諭より⾯接指導協⼒依頼の連絡あり 予定 9 ⽉ 13、
１4 日 
・中国電⼒ネットより連絡あり １階の電気代請求先 合同会社
NeeSa とする。 

9 ・⺟校武内部⻑、野球部後援会寄付⾦依頼書 10000 部持参 
10 ・橋本暢公元理事 ホームページトラブル対処に来館 13:30〜

16:30 (6/11 14〜16 時) 
11 ・第２１回１００周年記念誌編纂委員会 案内状投函 

・⺟校松本校⻑より YAB 放映の連絡あり（久原房之介と⺟校）
6/26 12〜12:55 

資料－③ 
 
 

事務局日報（2） 事務局日報（1） 
4.16 きらぼし館総会会場予約 5/14 のみキャンセル申請。あすか地所

より建物名、下松⼯業会館で継続するとの 連絡あり。⺟校へ文化体
育活動支援⾦授与（柔道部へ 2 万円） 

21 広報・ホームページ委員会開催  
浅⾕副会⻑、徳原理事蔵⽥理事、内藤理事、森野理事、事務局 

23 第 20 回 100 周年記念誌編纂委員会開催案内投函。 
⼯業会会報 52 号寄稿依頼 学年幹事等 13 名に送付。あすか⼯
芸に総会看板設置発注。  

26 ⺟校より第 12 代校⻑、益⽥福男夫氏逝去の報あり。 
村中会⻑、内⼭・浅⾕副会⻑に連絡。トクヤマ支部より令和 2 年度
分年会費と 100 周年寄付⾦の入⾦あり、領収書送付。⺟校校⻑、
教頭へ⼯業会会報 52 号寄稿依頼書を持参。 

27 浅⾕副会⻑と⼩林孝二氏（C40）久原房之介翁 DVD の件で打
合せ（⼯業会館） 
村中会⻑、富⽥印刷廣實社⻑他 1 名で記念誌の打合せ。（⼯業
会館） 

30 日鉄ステンレス⼭本支部⻑来館、年会費と総会祝儀受領。 
住化アグロ製造(株)より 100 周年寄付⾦として 15 万円の入⾦あり。 
日⽴製作所支部永井氏、総会委任状持参。 

5. 6 藤中税理⼠事務所へ 4 ⽉度⽉次決算資料持参。 
7 総会準備委員会開催 内⼭副会⻑、岩村理事、徳原理事東監事 

事務局。 
日⽴製作所笠⼾支部︓瀬来尚則支部⻑、神⽥純嗣氏、藤井正人

3.16 森野裕太氏（MH20）より記念誌寄稿文受領。村中会⻑と富
⽥印刷⼭本圭太氏が記念誌の件で打合せ。（⼯業会館）浅⾕副
会⻑と⼩林孝二氏（C40）久原房之介氏の DVD の件で打合せ
（⼯業会館） 

3.17 日進⼯業(株)中野隆文氏、支部会費を持参された。 
JAXA 宇宙⾶⾏⼠講演事務局へ講演会コロナ対策アンケートを送

付。 
日⽴製作所笠⼾支部瀬来尚則支部⻑に総会議⻑就任の お願い
文送付。 
東京支部⻑重永さんに総会講演中⽌と来年度の講演を依頼。 
藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館、決算関係の打合せ。 

3.19 ⾏事企画委員会開催 内⼭副会⻑、徳原理事、岩村理事、東
監事、事務局 

3.22 ⼭崎礼子さん（C32）より記念誌寄稿文受領。 
第 18 回 100 周年記念誌編纂委員会 ⺟校被服室 13:30〜 
村中会⻑、内⼭副会⻑、浅⾕副会⻑、中村理事、河村前会⻑、早
川元副会⻑、槌尾前専務理事、⼭本氏、事務局 

3.25 鋼鈑⼯業(株)より 100 周年寄付⾦ 10 万円振込あり、領収書と
礼状投函。 

3.26 定時総会案内はがき 993 通投函。 
下松郵便局へ通数検査結果連絡票を提出。 
日⽴製作所笠⼾支部瀬来尚則支部⻑が年会費持参。 
太⽥正和警部補（太⽥胤正元校⻑のお孫さん）来館、槌尾前専



氏。 
10 柳井支部 原⽥浩治事務局⻑より、100 周年寄付⾦ 20 万円受
領。 

下松市役所支部 井内事務局⻑より総会委任状受理。 
11 第 20 回 100 周年記念誌編纂委員会開催。 

図書室 13:30〜18:50 村中会⻑、内⼭副会⻑、浅⾕副会⻑、
中村理事、河村前会⻑、早川元副会⻑、槌尾前専務理事、⼭本
氏、事務局。  
きらぼし館にて「久原翁」の映像確認。⼩林孝二氏（C40）、浅⾕
副会⻑、事務局。 

12JAXA より宇宙⾶⾏⼠講演 承諾の連絡あり。 
⺟校野球部 武内雅樹紀部⻑後援会名簿の件で来館。 
藤井委員⻑、河村前会⻑来館 次回 100 周年記念事業実⾏委
員会開催日について確認。 

15 令和 3 年度定時総会開催 出席者 37 名、委任 1163 名。 

務理事も応談。 
柏村教頭、転勤挨拶に来館。 

3.29 プリンター3500ｄトラブル、富⼠ゼロックス⼭口の中 嶋氏点検に
来館。 

3.30 地域支部、企業支部に定時総会案内状を送付。 
⽥中秀夫氏（M33）より記念誌寄稿文受領。 
プリンター3500ｄトラブル修理完了（保証期間内） 

3.31100 周年寄付⾦で清和⼯業(株)より 100 万円、東洋鋼鈑 
(株)より 30 万円、(株)新笠⼾ドッグより 15 万円の入⾦。 
定時総会のために予約したきらぼし館会議室をキャンセル（実⾏委員
会の結論に従い） 

4.１藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館 ⽉次決算関係資料提出 
村中⼀雄会⻑、富⽥印刷⼭本圭太氏が記念誌について打合せ（⼯
業会館） 

5 重永裕祥氏（E49）より記念誌寄稿文受領。 
9 新任役員候補の川向大徳氏（SH22）来館。 
12 100 周年記念式典案内に国井市⻑、守⽥県議、森繁県議を松

本校⻑、村中会⻑、事務局で訪問。 
定期監査実施 ⼭本監事、清水監事、東監事、事務局（⼯業会
館 14:00〜15:30） 
伊村渉氏（T42）より 100 周年記念誌原稿受領。あすか地所、会
館外壁と屋上防水改修⼯事完了。 

13 第 19 回 100 周年記念誌編纂委員会 ⺟校図書室 13:30〜村
中会⻑、内⼭副会⻑、浅⾕副会⻑、中村理事、河村前会⻑、槌尾
前専務理事、富⽥印刷⼭本氏、事務局。 

 
 
令和２年度（2020 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 

会務報告 
2.16  ⺟校へ卒業記念品（卒業証書⽤円筒）166 本納。 
    ⼩川壮六氏（C28）、記念誌原稿の件で来館。 
    日本通運（株）世良課⻑に 100 周年記念事業の弁 
         慶号移送展⽰中⽌の旨連絡。 
   17  ⻄京銀⾏穐本支店⻑来館（藤井委員⻑の依頼で） 
 18  駐⾞場看板修理（蔵⽥理事）有難うございました。 
 19  あすか地所、会館外壁と屋上防水改修⼯事着⼯。 
        （期間〜3 ⽉末） 
    （有）サインランド 100 周年寄付⾦ 3 万円受領。 
        （河村前会⻑持参） 
 24  入会のしおり作成、185 部と卒業記念品及び会⻑ 
        賞を⺟校へ持参。 
        第 17 回 100 周年記念誌編纂委員会案内はがき投函。 
  26   同窓会入会式 ⺟校講堂 10:00〜 村中会⻑、事務局 
         内⼭副会⻑、浅⾕副会⻑、蔵⽥理事、中村理事 
      100 周年記念事業贈呈式⺟校講堂 11:00〜 出席者同上 
      100 周年記念誌打合せ 村中会⻑と富⽥印刷⼭本圭太氏  
       ⼯業会館 11:30〜 
       藤中税理⼠事務所岡⽥さん来館。 
        ⽉次資料の件で打合せ 
       (株)イチキンより 100 周年寄付⾦３万円振込あり。 
        浅⾕副会⻑に連絡 

会務報告 
1.19 柳井支部事務局原⽥さんから柳井支部総会中⽌の連絡 
        あり。 
       高畑鉄⼯（株）マフラータオル５枚販売（浅⾕副会⻑）       
  20 野球部 OB 会松本さん、3 役会議開催の件で来館。 
  22 中村理事からマイクロバス贈呈式日時確認連絡あり。 
        福岡支部福⽥さんから、100 周年記念誌原稿入手。 
        第 11 回 100 周年記念事業実⾏委員会案内 34 通投函。 
  25 持続化給付⾦⼀般会計に入⾦あり。藤中税理⼠事務所 
         にお礼の電話をした。 
        ⼭口市在住⼭本美千子さん。（E44）同窓会開催の件 
        で来館。 
  26 第 15 回 100 周年記念誌編纂委員会、⺟校図書室で開催  
       ⼭口新聞周南支社⽥辺清史氏 100 周年記念特集の件で 
       来館。 
  27 PTA 評議会資料⺟校へ持参 30 部。 
        ハガキ後納申請を下松郵便局へ提出。 
  28 PTA 評議委員会に出席、（村中会⻑と事務局） 
  29 下松水道局へ１F の水道利⽤中⽌の申請。 
2. 2 藤中税理⼠事務所へ⽉次決算資料を持参。 
   100 周年記念に関した詐欺電話の報告有り。 
        （松本校⻑、岩村理事等） 
        三役で打ち合わせ注意文を作成し、HP に掲載。 



3. 2  17 代⺟校校⻑兼⽥康史氏から記念誌寄稿文入手。 
  5  第 17 回 100 周年記念誌編纂委員会。 
         ⼯業会館 13:30〜 
         村中会⻑、内⼭副会⻑、浅⾕副会⻑、中村理事、 
         河村前会⻑、槌尾前専務理事、⼭本氏、事務局 
  8  伊村渉氏（T42）へ 100 周年記念誌寄稿文の依頼状 
        を投函 
   JAXA へ講演申込（浅⾕副会⻑） 
          3/11 受領のメール有り 
 10   100 周年寄付⾦の件で、(株)トクヤマ総務グループ 
         副主席を訪問（前⽟木支部⻑同席） 

  4 第 16 回 100 周年記念誌編纂委員会案内状を作成し投函 
  8 あすか地所より 2/19 から外壁塗装⼯事開始するとの連 
         絡あり（蔵⽥理事受け） 
   松本校⻑より⺟校屋上校章のメンテナンスで相談あり。 
    神代大介さんから 100 周年記念誌原稿入手。 
  9 ⼭口新聞⽥辺氏 ⺟校マイクロバス等贈呈式の件で来館 
    中村理事より卒業生 87 名分の年会費と入会⾦受理。 
 12 第 16 回 100 周年記念誌編纂委員会開催。  
          ⺟校図書室 13:30〜 
    第 11 回 100 周年記念事業実⾏委員会開催 23 名出席。 
          ⺟校会議室 18:00〜 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 

会務報告 
12. 8   HP ⽤ロリコップ更新契約 槌尾前専務理事に指⽰を 
          仰ぐ 
     9 ムネスエ 清水高志氏⾦庫⾒積もり持参。 
         富⼠ゼロックス⼭口鈴川氏来館、複合機とプリンター 
          の再⾒積りを要請した。 
         第 13 回 100 周年記念史編纂委員会開催 ⺟校図書室  
    10  富⼠ゼロック⼭口と複合機、プリンター購入契約。  
           内⼭副会⻑同席 
    11  あすか地所、屋上リフォーム⼯事現場確認に来館。 
      浅⾕副会⻑から⺟校が卒業生にマフラータオル配布 
           の計画あるとの連絡あり。はらしんに⾒積依頼。 
      松村伸氏、⾦近さんの絵画引取り。 
      ⾦庫の移動および処分でムネスエ、コクヨ、 
         クリーンサポート平⽥、三共とそれぞれ打合せ。 
    14  内⼭副会⻑から⾦庫の移動は三共、運搬・処分は 
          ク リーンサポート平⽥で⾏うことの承認有り。 
      はらしんからマフラータオル、200 枚と 500 枚の⾒積 
           り入手。 
  15   編纂委員会案内状作成投函。 
         今川司法書⼠に固定資産名義変更状況確認と売買契 
           約時の必要書類について打合せ。 
      M41 岡森隆⼀さん来館 会費等納入 
   18   中村理事から卒業生徒数の変更連絡有り 
           167 名→166 名 江⼾屋に円筒発注訂正連絡 
         今川司法書⼠来館。 
          ⼟地、建物の権利書と印鑑証明書を預ける。 
      中村理事、⺟校教諭寄付⾦を持参 238，000 円。 
          後日名簿頂くことに 
      図書館より 80 周年記念誌の写真借⽤依頼が⺟校にあり 
   19  引越し 村中会⻑、浅⾕副会⻑、蔵⽥理事、徳原理事 
          岩村理事、清水監事、藤⽥前理事。 
     ご協⼒ありがとうございました。 
  21   クリーンサポート平⽥ 廃棄物引取り。  
  22   電話回線３F 変更⼯事 ソルコム周南営業所実施。  
         クリーンサポート平⽥ 可燃物引取り。 
         富⼠ゼロックス⼭口複合機、コピー機搬入。 
           設置＆セット。 
         旧⾦庫移動、処分 三共、クリーンサポート平⽥。 
  23  市⽴図書館⻑弘純子館⻑に８０周年記念誌資料使⽤ 

会務報告 
11.17   日本通運(株)世良課⻑から弁慶号運搬⾒積もり入手 
            86 万円（消費税別） 
          今川⻯⼀司法書⼠来館、固定資産権利書名義変更 
            手続きの委任状に会⻑印押印。 
    18   庭⽯撤去⾒積もりで三牧さん来館、重量 3 トン以上 
           あり、ラフタークレーンが必要。 
           また、道路塞ぐので警察から道路使⽤許可を得る必 
           要がある。通⾏⽌めになりガードマンも必要、費⽤ 
           は概算で 15 万円位かかるとの事。 
       ⺟校校庭樹木剪定日を広林事務⻑に連絡。 
       扶養控除等申告書を藤中税理⼠事務所へ送付。 
    20   100 周年記念事業実⾏委員会を⺟校会議室で開催。 
            18:00〜19:10 
          剪定時の傷害保険 アイ・プランニングと契約。 
            掛⾦千円 
       マイクロバス等の任意保険証書を松本校⻑に提出。 
  24    ⺟校広林事務⻑と剪定の作業範囲確認。 
       １F 不⽤展⽰台の分解、藤⽥前理事ありがとうござい 
            ました。 
       野球部 OB 会資料整理実施、岩村・松本野球部 OB 
    26   あすか地所で三役と蔵⽥理事で固定資産売買契約 
            を仮締結。手付⾦の 100 万円は⼀般会計に繰入。 
            （村中会⻑、藤中税理⼠事務所に確認） 
       庭⽯撤去⾒積もりに周南造園と近藤哲夫さん来館。 
       会館前庭の樹木の撤去、蔵⽥理事ありがとうござい 
           ました。 
       NTT と電話回線移設打合せ。 
  27    ⺟校松本校⻑に 100 周年記念事業趣意書と実⾏計 
            画書送付。 
        3F 会議室へ棚板を取り付、藤⽥前理事ありがとうご 
           ざいました。 
       3F 和室の利⽤継続できることを書道林先生と、パ 
           ッチワーク教室野村さんに連絡。 
  29    ⺟校校庭樹木剪定実施 村中会⻑、浅⾕副会⻑ 
           蔵⽥、岩村、森野、清水、中津井（他 2 名）、中村 
           藤⽥、濱⾕、白井さんありがとうございました。 
       下松公園入口⽯碑周辺草刈り、浅⾕副会⻑、事務局 
  30   固定資産名義変更⽤印鑑証明書入手、法務局で。 
12. 1   三新化学⼯業支部窓口交代連絡あり。 



          承諾書を持参。 
  24  第 14 回記念誌編纂委員会 ⺟校図書室。 
         早川、村中、内⼭、中村、槌尾、河村、国弘(敬称略) 
  25  あすか地所で本契約 村中会⻑、内⼭副会⻑、 
           浅⾕副会⻑、蔵⽥理事、国弘。  
     ムネスエ⾦庫納入。 
  28  富⽥印刷⼭本圭太氏と 100 周年記念誌の件で打合せ 
1. 4  ⺟校松本校⻑、「こさか＆くだまつ もの・MONO 
          フェア」の件で来館。 
  5  100 周年記念誌への寄稿依頼を８名の⽅に投函。 
  6  下松消防本部須郷司令補に当会の消防法に関するこ 
         とで相談。 
        藤中税理⼠事務所へ⽉次決算資料持参。 
  8  15 回記念誌編纂委員会案内投函。 
      今川司法書⼠ 登記権利書返却に来館。 
 12   岩国支部沖本支部⻑から総会中⽌の連絡あり。 
      下松消防本部須郷司令補から以降の当会消防法への 
          対応について説明あり。 
      藤中税理⼠事務所岡⽥さん持続化給付⾦申請の件で 
           来館。 
 13   市消防本部へ防⽕管理者解任届を提出 
 15   下松市役所支部井内氏年会費と 100 周年記念事業寄付 
          ⾦持参。 
      松村伸氏、絵画 2 点引取り。 

           加藤明氏（C47）→松岡慶⼀氏（EH07） 
          藤中税理⼠事務所岡⽥先生来館、11 ⽉度⽉次決算資 
           料提出。 
          次回編纂委員会開催日を早川先生に確認後、関係者 
            に案内状投函。 
          松本校⻑より 100 周年記念碑及び栄光の碑の件で連 
           絡あり 
  2    若⼭⽯油（株）中村氏に⽕災保険の継続契約なしを 
           連絡、現契約 12/25 まで。 
       三牧下松支部⻑から令和 3 年総会運営委員引受の内 
            諾を得る（議⻑、司会） 
  3    庭⽯撤去日程調整を⾦藤哲夫氏と周南造園で協議、 
           12/7 で決定。薬師美容院へ駐⾞場借⽤依頼。 
          クリーンサポート平⽥社⻑、不要物処理で来館。 
           蔵⽥理事対応。 
          国広倉庫社⻑に⾦庫移動の件で相談。 
  7    周南造園 庭⽯撤去と樹木根の掘り起こし作業を 
            実施 
      あすか地所 3F ドアノブ交換。 
      （株）三共代表取締役社⻑ 水津典義氏 ⾦庫移動 
           の件で来館。 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
10.21 ・ 次回 100 周年記念事業実⾏委員会開催日を藤井委員 
              ⻑へ連絡（11/20 開催） 
         ・ 中村先生から「下⼯祭」への同窓生展⽰はできない 
              との連絡あり。 
10.23 ・ 100 周年記念誌編纂委員会を⺟校被服室で開催し 
             た。 
    ・ ⺟校より吹奏楽部第 12 回定期演奏会活動支援基⾦ 
             甲請書を受理。 
10.26 ・ 防⽕対象物点検報告特例認定申請書を下松市消防本 
             部に提出。 
    ・ ⼭彦、よか塾（河村前会⻑）に 12 ⽉末までで貸館 
              中⽌の旨連絡。 
10.28 ・ パッチワーク教室（野村さん）、佐々木教室に 12 ⽉ 
             末までで貸館中⽌の旨連絡。 
10.30 ・ ⻄京銀⾏下松支店穐本支店⻑、松村次⻑来館。 
    ・ 駐⾞場の件で⼭根氏来館。口頭で状況説明。 
    ・ 中津井理事へ剪定作業日の検討をお願いした。 
10.31 &11.1  ⺟校校庭 松の剪定を実施。 
            藤⽥文明さんありがとうございました。 
11.1 ・ 令和 3 年総会会場予約（5/14、15︓きらぼし館） 
   ・100 周年記念講演会場予約。 
          （令和 3 年 11 ⽉ 2 日︓スターピア浅⾕副会⻑） 
11.2 ・ 文化体育活動支援⾦授与式、吹奏楽部 ⺟校校⻑室で。 
   ・ 松本校⻑より清水和子さんのお祝⾦ 5 万円受領（100 
           周年寄付⾦とする） 
   ・ 松本校⻑より宇部⼯業高等学校の式典は 11/19 渡辺 

会務報告 
9.15 市役所生涯学習振興課社会教育係 ⽥村誠係⻑、塩⽉ 
        真彦氏と弁慶号貸出で打合せ。 
9.16 新日本レンタリース（株）へマイクロバス代 
        3,099,600 円振込み 入⾦確認柳本氏。 
        CAR-PLAZA 太陽 三輪⼀夫氏来館 ワゴン⾞購入予定 
       ⾞庫証明と委任状に会⻑印を押す、法務局で会⻑の印 
         鑑証明入手。 
9,18 岡⼭懇親会 藤本憲正さんから開催中⽌の連絡あり。 
9.20 駐⾞場除草剤散布。 
9.23 七彩ゴルフ大会 案内書投函。 
    東京支部重永支部⻑に次回総会講演依頼。 
    松村伸さんに⺟校文化祭出展相談。 
9.25 さくらクラブ福永代表から交流会中⽌の相談あり。 
    ⺟校体育祭（10/30）への参加⾒合わせの連絡あり。 
9.29 会報 51 号返却分のうち 48 通再送。 
    損保ジャパン 南明さん⺟校マイクロバス等任意保険 
         の件で来館。 
10.1 藤中税理⼠事務所へ 9 ⽉度決算資料持参。 
    広島支部高橋支部⻑から総会延期の相談あり。 
10.2 柳井支部藤沢支部⻑へ 100 周年記念事業関係書類を送付 
10.5 ⺟校松本校⻑、中村先生からワゴン⾞の納入とマイク 
         ロバス等へのロゴマーク募集結果の連絡あり。 
    80 点の応募で、最優秀賞、優秀賞、佳作（2 点）、 
         特別賞の 5 件を文化祭時に表彰予定。 
    近畿日本ツーリストでゴルフ大会の賞品を受取り。 
10.6 広島支部総会延期連絡案内を 27 通投函 



             翁記念館で開催との連絡あり。 
       ・  ⽉次決算資料 藤中税理⼠事務所へ持参。 
11.4 ・ 松本校⻑へタオル５枚販売。 
11.5 ・ 日本通運へ弁慶号輸送の⾒積と⽴会を依頼した。 
   ・ ラック塗装実施。蔵⽥理事ありがとうございました。 
11.6 ・ ⼭口銀⾏口座「下松⼯業高等学校マイクロバス会計」 
            に任意保険 35 万円振込。 
11.10 ・ 防⽕対象物特例認定消防査察に須郷司令補、児⽟副 
             ⼠⻑来館。3 件の指摘有 
    ・ 弁慶号移送展⽰費⽤⾒積現地⽴会。日本通運筒川支 
              店⻑他 3 名と内⼭副会⻑、事務局。 
11.12 ・ あすか地所重岡取締役社⻑ほか 2 名と固定資産売却 
             で下打合せ及び現状確認。 
               蔵⽥理事、事務局で対応。 
    ・ 今川司法事務所に会館所有者名義の書換えを依頼。 
            （社団法人→⼀般社団法人） 
    ・ 下松消防本部より防⽕対象物の特例認定通知書を 
              受理。 
    ・ マイクロバス等へのロゴマーク募集優秀作品表彰状 
             に会⻑印押印（中村先生持参） 
11.13 ・ 書道の林先生に 12 ⽉末までで貸館中⽌の旨連絡。 
11.14 ・ 会館内展⽰の⾦近則幸さん絵画を松村伸さんに同⾏ 
              し返却。 
    ・ ガスの契約解除を⼭口合同ガスに連絡。 

10.7 損保ジャパン南明氏、マイクロバス等の任意保険契約 
        書持参（73 万円）、予算をオーバーする可能性があり、 
        ⺟校柏村教頭先生に再考をお願いした。 
10.9 カープラザ太陽（下関）からワゴン⾞２台の請求書入 
          手（290 万円） 
    ⺟校より吹奏楽部第１２回定期演奏会の案内あり。 
           （12 ⽉ 27 日 14 時〜） 
    ⺟校松本校⻑よりマイクロバス⾞検費⽤とペイント 
         費⽤は学校基⾦から捻出するとの連絡あり。 
   ⾯接指導の確認連絡（村中会⻑、林氏、早川氏、⼭上氏 
         浅⾕副会⻑へ） 
10.14 第 29 回七彩ゴルフ大会（中須ゴルフクラブ）59 名 
     優勝 岡村信夫氏（M40）村中会⻑、内⼭副会⻑、 
            岩村理事、徳原理事、蔵⽥理事、清水監事。 
     ご協⼒ありがとうございました。 
10.14〜15 ⺟校就職⾯接指導 村中会⻑、浅⾕副会⻑。 
10.19 レモンの木伐採、処理 浅⾕副会⻑ ご協⼒ありが 
         とうございました。 
    あすか地所重岡安明代表取締役社⻑他２名来館 会館 
          売却について浅⾕副会⻑、蔵⽥理事、事務局で⾯談。 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
8.18 ・消防訓練実施 ７名参加 
8.19 ・⺟校水津先生にサッカー大会へのプログラム広告掲 
            載はできない旨報告。 
8.20 ・県総務部より 5 ⽉ 19 日に提出した「公益目的支出計 
             画実施報告書」について再度の指摘有り。 
             槌尾前専務理事、修正し再提出(8/21)。 
8.25 ・誘導灯のバッテリー交換 内⼭副会⻑ 
8.28 ・⺟校⻄尾講師へ⾯接指導者名簿送付 
9. 1 ・藤中税理⼠事務所に８⽉度決算資料持参 
9. 2 ・⺟校松本校⻑に記念誌への広告掲載可否確認依頼。 
9. 4 ・⼩型消⽕器更新 
9. 8 ・⾏事企画委員会開催 七彩ゴルフ大会について。 
          （内⼭副会⻑、岩村理事、徳原理事）  
     中村先生マイクロバス⾒積り持参 
9. 8 ・⺟校松本校⻑よりマイクロバス⾞体デザイン募集及 
            び文化祭エール飯についての問合せ有り。 
9.14  ・福岡支部福⽥支部⻑より 11 ⽉ 21 日予定の懇談会は中 
           ⽌するとの連絡あり。 

会務報告 
7.27 ・⺟校中村先生 令和 2 年度奨学⾦申請書持参 
7.28 ・会報 51 号 11 支部に郵便で発送（残 15 支部） 
    ・ヨガ利⽤終了挨拶 
7.29 ・奨学⾦授与式 ⺟校応接室で 
    ・県総務部より 5 ⽉ 19 日に提出した「公益目的支出計 
            画実施報告書」について 3 点の指摘有り。槌尾前専 
            務理事、修正し再提出。 
7.30 ・駐⾞場 草刈り、整備（蔵⽥理事） 
8. 3 ・藤中税理⼠事務所に 7 ⽉度決算資料持参 
8. 6 ・窓の開閉不良サッシ整備、藤⽥前理事 ありがとう 
           ございました。 
8.11 ・⾏事企画委員会開催（内⼭副会⻑、岩村理事、徳原 
             理事）七彩ゴルフ大会案内 144 名に送付、開催日 
             10 ⽉ 14 日（水）。 
    ・三役で 8 ⽉の納涼会中⽌決定 
    ・100 周年記念事業実⾏委員会開催日、中村先生より 
           8 ⽉ 24 日の提案があり藤井実⾏委員⻑の了解を得、 
           調整。 
    ・⺟校中村先生、水津先生から「全国高等学校サッカ 
            ー選手権大会⼭口県大会」プログラム広告掲載の 
             お願いあり。 
    ・消防訓練実施計画書を下松市消防本部に届け出。 
8.12 ・日鉄ステンレス㈱⼭口製造所周南エリア支部より、 
             ⺟校 100 周年記念事業基⾦に 73 万円の入⾦あり。 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 会務報告 



6.17 下松市消防本部へ防⽕管理者選任と消防計画作成届を 
         提出。 
6.22 光支部 C３４棟近信之さんご逝去の報あり 
6.23 藤井実⾏委員⻑に、100 周年実⾏委員会の７⽉度開催 
       は⾒送るとの理事会結論を伝えた。 
6.23〜27 会報５１号封入作業︓蔵⽥理事 
      槌尾前専務理事、藤⽥前理事、柳前理事、福永さくら 
       クラブ代表、⽥村さくらクラブ副代表、高村幸江さん、 
       村中会⻑、浅⾕副会⻑、岩村理事、岡⽥理事、蔵⽥理事 
       ⼭本監事、 多数のご協⼒ありがとうございました。  
6.30 会報５１号、８３４１通発送 
       ⺟校へ会報５１号、６００部持参 
       １００周年記念誌編纂委員会 ⺟校図書室で開催 
7.１  ⻄京教育文化振興財団よりの助成⾦、入⾦の確認。 
         穐本支店⻑訪問し感謝の意を伝えた。 
7.2  藤中税理⼠事務所に６⽉度決算資料持参 
7.3  消防設備点検実施（東部防災） 誘導灯、消⽕器、 
         避難はしご窓の開閉不良、樹木剪定の指摘あり。 
7.7  源泉徴収税納付、労働保険説明会参加 
7.10 ⺟校⻄尾教諭 ⾯接指導の件で来館 
        コピー機不調で富⼠ゼロックスへ点検依頼 
      （株）東部防災が消防設備点検結果報告書持参 
7.14 あすか地所来館、固定資産売却の件で打合せ。 
         （蔵⽥理事、国弘） 
7.16 会報５１号、ホームページへ掲載（蔵⽥理事） 

5.19 ⾦庫移動費⽤⾒積に日⽴物流の 2 名、来館。大雑把な 
         ⾦額は 15 万円。 
  ・    公益目的支出計画実施報告書をメールで送信完了。 
  20 藤井実⾏委員⻑に、100 周年実⾏委員会の 6 ⽉度開催は 
         ⾒送るとの理事会結論を伝えた。 
  21 中村理事より C53 卒岸⽥浩明元教諭のご逝去の連絡あ 
         り。 
  26 県⺠税、市⺠税、固定資産税１期分振込み。 
  29 今川司法事務所に役員変更登記申請。 
6. 2 バナー広告請求書送付 5 社 
 ・   ⻄京銀⾏穐本支店⻑より 100 周年寄付⾦振込先の問合 
         せあり。 
   3 藤中税理⼠事務所へ 5 ⽉度⽉次決算資料を持参。 
   4 今川司法書⼠から役員登記完了の書類を入手。 
   9 藤井実⾏委員⻑より、⻄京教育文化振興財団の助成⾦、 
        50 万円が決定との連絡あり。 
  11 ⺟校、竹内教諭と南川教諭が野球部後援会寄付お願い 
         文と振込⽤紙を持参された。 
  12 ⻄京銀⾏穐本支店⻑より、公益社団法人⻄京教育文化 
         振興財団からの助成⾦決定通知書受取り。 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告  
4．15 下松市役所秘書課訪問 定時総会中⽌の連絡をした。 
    ・  東京支部重永講師に定時総会の中⽌を連絡した。 
   19  ⻄京下松支店⻑穐本氏より 100 周年寄付は 7 ⽉ごろ 
         との連絡あり。 槌尾専務理事 
   24 あすか地所重岡氏来館 三役で固定資産売却の詳細 
        打ち合わせを実施  
   28 国弘副会⻑を⻄京銀⾏下松支店穐本支店⻑に紹介 
   30 駐⾞場の地主橋本秀喜氏代理人⼭根氏来館。  
        国弘副会⻑を紹介した。 
        会館売却先があるので、借地の⻑期（10 年〜20 年）の 
        検討をお願いした。 
5．1 朋友商事森繁専務に⾯談 国弘副会⻑紹介  
        会館売却の件をお断りした。 
   7  国弘副会⻑ 蔵⽥理事会館周辺・駐⾞場の清掃実施 
   9  短縮定時総会 下松⼯業会館 10︓00〜(コロナ感染対策) 
     村中会⻑ 内⼭副会⻑ 国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑  
        槌尾専務理事 岩村理事 中村理事 蔵⽥理事 栁理事 
        森藤理事 岡⽥理事 ⼭本監事 清水監事 東監事 
        総会は 出席者 14 名 書⾯採決 1434 名で成⽴した。 
        槌尾専務理事、栁理事は任期満了で退任。  
        槌尾専務理に慰労⾦を授与した。 
  11 国弘務理事、槌尾顧問で藤中税理⼠事務所を訪問し 
       岡⽥先生と⾯談。 
        ① 電子申請する正味財産増減計算書内訳書のその他 
            の会計に、その他の収入収益の項目増設と、100 周 

会務報告  
3．19 あすか地所来館会館売却の⽅向性と賃貸料と残⾦額が 
        1 千万程度との打ち合わせをした。 
          （蔵⽥理事 槌尾専務理事） 
    ・  ⾏事企画委員会 国弘副会⻑ 徳原理事 岩村理事 ⼭本 
         監事 柳理事 槌尾専務理事 
    23 監査日のご案内を⼭本監事 ⽯井監事 清水監事 
    ・  新役員候補に、令和 2 年度第 1 回理事会への出席のご案 
         内文発送  内藤宏氏（C53） 東耕太郎氏（MH11） 
    25 藤中秀幸税理⼠事務所の岡⽥先生と電話打ち合わせ 
         村中会⻑ 内⼭副会⻑に連絡 
    29 フリーマーケットのテナント(1 階)閉店整理完了 
          (藤⽥前理事より) 
    30 富⽥印刷(株) ⺟校 100 周年記念事業基⾦  
          ￥500000 受領した 
    ・  たちばな塾(⼭本先生来館) ⺟校 100 周年記念事業基⾦ 
         ￥50000 受領した 
    31 アルバイト職員 弘実光代氏退館 
    ・  佐川急便来館個人向けメール便は廃⽌の報告有り 
    ・  新役員候補に、令和 2 年度第 1 回理事会への出席のご案 
         内文発送  森野裕太氏（MH20） 
4． 6 第 9 回 100 周年実⾏委員会の中⽌の連絡を出席者に連 

絡 
     7 冨⼠高圧支部藤井会⻑来館 冨⼠高圧支部の総会出席 
         表を持参された 
    ・  藤中秀中税理⼠事務所別府先生に平成 31 年度決算資 



            年事業をその他の会計から単独会計に設置の新設 
            と変更をした。 
            ⼀般正味財産期⾸残高額が前年度申請の数値と相 
            違が生じていることについては税理⼠事務所で対応 
            していただくことを確認した。 
    従来の税務申告は、⼀般社団法人全体を課税申告 
            しているので、改正して公益目的事業と法人会計と 
          100 周年事業は課税対象外になる税務申告をした。 
           (その他の会計のみ課税) 
      ② 会計処理については正味財産増減計算書の内訳書 
          の縦の項目に該当する経費の処理額を提⽰された 
          が、過去の資料を参考に継続処理で様子を⾒る。 
          ⽉次決算書は正味財産増減計算書になる会計処理 
          費必要な帳票類(領収書、請求書)は佐賀急便で、⽉ 
          初めの 2 日目には佐川急便で届ける。会計日記帳と 
          各預預⾦の取引はメールで届ける（⽉初め）  
          来年度の決算ついては当⾯の経理処理から当⽅の 
          希望に叶うか検討をお願いした 
   ・ 東ソー支部近藤支部⻑より電話 今回支部⻑交代 
     新支部⻑ 縄⽥ 慎也氏  Ｃ61 
           東ソー(株)周南事業所 総務部勤労課 
  12 定時総会資料を 38 支部へ送付した。 
  13 今川司法書⼠事務所訪問 国弘専務理事挨拶と役員 
         変更で登記のお願い、槌尾顧問同⾏ 
  14 あすか地所 重岡氏来館 蔵⽥理事 槌尾顧問が同席 
    コロナ感染で、契約時期が先延ばしになるとの申し 
        入れあり。 

料 
        の 確認終了 
     8 きらぼし館より令和 5 ⽉ 10 日まで休館の連絡 
     9 監査 ⼭本監事 ⽯井監事 清水監事  監査終了 
    ・  コロナ対応で、県知事メッセージ 県学事文書課  
         宗務班から 
    ・  県学事文書課宗務班より、新型コロナ対応で知事メッ 
        セー ジ  メール 
  ・  ⼀般財団法人 中国電気保安協会 電気設備調査結果 
         電灯、電⼒ 良好 
    13 あすか地所来館 固定資産売却条件案、持参された。 

 

平成３1 年・令和元年度（2019 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告  
2.19 ⺟校 100 周年編纂委員会 ⺟校図書室 13︓30〜 
        村中会⻑ 河村前会⻑ 内⼭副会⻑ 浅⾕副会⻑ 
        早川元副会⻑ 富⽥印刷 藤⽥氏 ⼭本氏 槌尾専務理事 
        次回 6 ⽉ 30 日 図書室 13︓30〜 
  22 柳井支部総会 アニバーサル ベルゼ 18︓30〜 
        藤沢支部⻑含む 30 名  村中会⻑出席 
     100 周年グッツ（タオル）16 枚販売 
  25 三牧理事、理事退任（同時に下松支部支部⻑退任) 
        の届け出受理  村中会⻑ 内⼭副会⻑に連絡 
  26 貯水槽の廃⽌届提出 ㈱タイセイに依頼しで、完了した 
   ・   内⼭副会⻑より（村中会⻑同意）指⽰で、親睦ボウリン 
        グ大会中⽌、参加者には電話連絡し完了した。 
  27 ゼロックス a235 が稼働しなくなった 駆動ドラムの取り 
        換え時期であり（株）ルネックスプロテクトに注文し 
        た。 ￥22550 納期 3 ⽉ 2 日 
   ・ 関⻄支部⼭本支部⻑連絡 関⻄支部総会を新型コロナウ 
        イルスで、延期を決定。 
   ・ 卒業証書授与式は縮⼩し、卒業生と父兄、学校職員のみ 
        で実施の連絡あり。 
   ・ Ｅ50 高松裕⼀郎氏に⼯業会役員への勧誘をした。 
  28 入会式 ⺟校講堂 9︓00〜 161 名 

会務報告  
1.  22  入会式での会⻑賞副賞 5 個ムネスエより入荷 
    23 ⻄京銀⾏下松支店⻑来館 ⺟校 100 周年募⾦への対応 
           前向きに検討、藤井実⾏委員⻑に報告した。 
   24 藤中秀幸税理⼠事務所岡⽥先生来館 
       令和 2 年度の支払い及び入出⾦の件で 
  ・ 東部防災⼭本氏来館 消防⽤設備等点検総括表提出  
          下松消防本部 
  ・  関⻄⼭本支部⻑来館 
   25 岩国支部総会 開花亭 18︓30 〜  
          沖本支部⻑含む 18 名  村中会⻑出席 
   27 近隣支部交流会出席者名簿、光支部⼭本事務局⻑に 
          メール 
   30 親睦ボウリング大会ご案内 12 支部、 
          個人会員 86 名投函。 
2.   4 会⻑賞（副賞）5 個⺟校へ持参 
     5 第 8 回⺟校 100 周年実⾏委員会 藤井委員⻑含む 20 名 
  9 親睦麻雀大会 下松⼯業会館 10︓00〜  
         村中会⻑含む 27 名 徳原理事 蔵⽥理事 槌尾専務理事 
        ご協⼒ありがとうございました。 
     優勝 内⼭ 和美 副会⻑ Ｅ49 
   11 近隣支部交流会 かんぽの宿 光  林支部⻑含む 20 名 



    村中会⻑ 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事出席 
   ・ 学年幹事歓迎昼⾷会 下松⼯業会館 12︓00〜 
    松本校⻑ 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 中村理事 蔵⽥理事 
        槌尾専務理事 
    ＭＲ2 深海 剛志 ＳＲ2 河内 ⼒哉 ＳＲ2 ⼭本 大翔 
        ＩＲ2 生⻑ 翼  ＩＲ2 中村 拳⼠朗 ＣＲ2 ⽥中 弾 
   ・ コピー機復活（株）ルネックスプロテクトよりドラム 
        入荷 稼働開始 
3. 2 県学事文書課宗務班より新型コロナウイルスに対する 
        対応の依頼のメールが入る。 
       村中会⻑に連絡 添付資料５ 
   ・ 県学事文書課宗務班より「内閣府からのお知らせ」 
        添付資料 6 
   10 定時総会のご案内を⺟校、支部役員、企業支部 
        前職、役員、さくらクラブ  投函した。 
   13 あすか地所来館 会館売却の件で、村中会⻑ 
        槌尾専務理事で打ち合わせを実施。 

      有志⼀同 100 周年寄付⾦￥18,330 
   12 新入会員 161 名。 
          ￥966,000 （入会⾦・年会費） ⺟校より。 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告  
12．11 100 周年実⾏委員会委員の名刺作成完了 
           （柳理事ありがとうございました） 
     12 岩国支部総会ご案内 35 通投函した 
   ・ 前⼯業会・税理⼠ ⽯津嶺祐 氏 逝去 M28 
     13 故 ⽯津嶺祐 氏の通夜に参列。 弔電を発信 
      ・ 企業地域代表者懇親会への祝儀の御礼文⺟校へ持参 
     松本校⻑ 柏村教頭 ⽥村定時制教頭 広林事務⻑ 
     18 藤中秀幸税理⼠事務所 岡⽥佳代氏来館 4 ⽉以降会計 
           範囲の設定の打ち合わせ、詳細は第 10 回の理事会 
           に掲載 
     24 トクヤマ支部 太⽥事務局⻑来館 年会費￥200,000  
            100 周年記念基⾦ ￥66,000 受領した 
     25 令和 1 年度分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計 
          票と給与所得領収書を徳⼭税務署へ、給与所得の源泉 
          徴収票、給与支払報告書を周南市役所に提出。 
      ・ 下松支部役員会 
     27 支部間交流会を、今年 2 ⽉ 11 日、かんぽの宿・光で 
           開催の連絡が、光支部 ⼭本事務局⻑よりあった。 
      ・  第 11 回⺟校吹奏楽部演奏会に出席 
1．  6  新年の挨拶 ⺟校松本校⻑ 広林事務⻑ 
      7 朋友商事森繁社⻑に新年の挨拶  
            ㈱グランツの件は不調である 
     ・  支部間交流会のご案内を 光支部 下松支部 周南支部 
          熊毛支部 柳井支部 岩国支部 関⻄支部 日⽯ OB 支部  
          さくらクラブの各支部⻑あて投函した 
    14 ⻄京銀⾏下松支店 ⺟校 100 周年記念事業募⾦をお願 
          いした（趣意書・事業計画）  
    15 令和 2 年度償却資産申告書を下松市役所 固定資産課に 
           提出 
    16 消防⽤設備等点検に東部防災 来館 
    17 下松市役所支部総会 下松⼯業会館 18︓00 〜 
         明⽯支部⻑含む 8 名 内⼭副会⻑ 出席 

会務報告  
11.18 ⺟校松本校⻑より電話あり,100 周年記念事業について 
          ① マイクロバス ② ホームページの充実  
          ③ 電気棟 3 階の空調設備の増強（800 万円） 
              の検討依頼あり 
     26 ⺟校 100 周年記念事業基⾦募⾦のお願い  
          朋友商事森繁社⻑訪問 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
     29 駐⾞場の楠を根元より伐採 藤⽥前理事にご尽⼒い 
          ただきました、ありがとうございましいた。 
          御礼申し上げます。 
     30 周防大島支部総会 お侍茶屋 彦右衛門 18︓30〜 
          川端支部⻑含む 5 名 村中会⻑ 
12．5 ⽕災保険更新 若⼭⽯油㈱ 中村氏来館  
        自然災害増発の為￥27,310 が￥39,280 に 
        保険料がアップした（満期日 12 ⽉ 24 日） 
      6 藤中秀幸税理⼠事務所 別府税理⼠ 岡⽥佳代氏来館 
     来年 4 ⽉以降の経理処理については 
       １ 預⾦通帳の写し 1 ケ⽉分（1 日から⽉末まで）現⾦引 
          き出し使途項目、明記すること 
       2 領収書・請求書等（1 日から⽉末まで） 
       3 1・2 項を藤中秀幸税理⼠事務所別府税理⼠あてに送 
          付すること 
       4 以上で決算書はできる 
       5 下松⼯業会での定時総会報告に必要資料 
          （⼯業会で作成） 
        ① 事業報告 会務報告 
        ② 財産目録・財務諸表に対する注記︖︖ 
        ③ 監査報告 
        ④ 事業計画（案） 
        ⑤ 収支予算書（予算案） 
        ⑥ ⾏政への電子申請︖︖ 
     7 東京支部総会 令和元年 12 ⽉ 7 日（⼟） 12︓30〜 
          東海大学交友会館（霞が関ビルＦ35） 
          国弘副会⻑ 重永支部⻑含む 19 名 



     9 ⺟校 100 周年編纂委員会  
          令和元年 12 ⽉ 9 日（⽉）13︓00〜 
    村中会⻑  河村前会⻑  早川前副会⻑  浅⾕副会⻑ 
         槌尾専務理事 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告  
10．16 柳井支部・広島支部第 6 回 100 周年実⾏委員会の資料送
付 
     ・ 剪定委員会中津井委員⻑の剪定作業開催日を相談の 
            結果、令和元年 11 ⽉ 9 日（⼟）⺟校校庭 8︓00〜 
   18 ⺟校広林事務⻑⾯談 剪定作業を 11 ⽉ 9 日(⼟）8︓00 
          から実施をお願いしたら、了解された。 
     25 ⺟校文化祭への出展 竹⼯芸 安原勝實氏の了承が 
          あった 
     30 周防大島支部総会開催予定の連絡があった。 
           お侍茶屋 彦右衛門 18︓30〜 
     31 藤井実⾏委員⻑来館 光砂利㈱ 100 周年基⾦ 
          ￥10,000 持参された 
11． 1 定時総会会場 きらぼし館  
         令和 2 年 5 ⽉ 9 日（⼟） 9︓00〜16︓30 
     準備日 令和 2 年 5 ⽉ 8 日（⾦）17︓00〜21︓00 決定 
      2 フリーマーケット ￥6,600 受領した 
      3 岡⼭懇談会 レストラン「ナチュラ」 11︓30〜  
          藤本代表含む 7 名  村中会⻑ 
      9 ⺟校剪定作業 8︓00〜 中津井委員⻑ 内⼭副会⻑ 
         岩村理事 蔵⽥理事 藤⽥前理事 ⻄岡下松副支部⻑ 
         松村下松支部理事 日⽯ＯＢ会浜⾕支部⻑ 槌尾専 
         務理事 あすなろ⼯業より 4 名 
         午後下松⼯業会駐⾞場の楠の木等を伐採 中津井 
         委員⻑あすなろ⼯業 3 名 藤⽥前理事 ⻄岡下松支部 
         副支部⻑ 槌尾専務理事、 
          みなさのご協⼒、ありがとうございました。 
   11  第 7 回 100 周年実⾏委員会 下松⼯業会館 18︓00〜 
     村中会⻑含む 23 名 
    15 広島支部総会 「京もみじ」18︓00〜  
          高橋支部⻑含む 18 名 内⼭副会⻑ （グッツ 12 枚） 
    16 福岡支部懇談会 ステーションホテル⼩倉 12︓00〜 
          福⽥支部⻑含む 14 名 浅⾕副会⻑ 蔵⽥理事 
          槌尾専務理事 （グッツ 10 枚販売） 
   ・ ⺟校文化祭 出展者 安原勝興氏Ｍ35 ⾦近則幸氏Ｔ43 
          松村伸氏Ｍ43 林 通生氏 M32 
   ・  100 周年グッツ販売等 （グッツ、22 枚販売） 
     松村伸氏 ⻄岡下松支部副支部⻑ 国弘副会⻑ 
             岩村理事 東耕太郎氏 
      皆さんのご協⼒に御礼、申し上げます。 
  18 竹⼯芸品 2 点 安原環境テクノロジー㈱に松村伸氏に 
             槌尾同⾏し返却した 

会務報告  
9．19 パソコン発注 マウスコンピューター  
        発注額\360,936 
      積額\371,736)支払い条件前払（平成 25 年購入 
        時と同等）振込完了 
    ・ 消防訓練計画書提出 下松消防本部 
    ・ セントラル硝子支部村⽥支部⻑へ 100 周年を迎える宇 
       部⼯業高等学校の募⾦活動状況の情報を書⾯にて連絡 
  24 文化体育活動助成⾦交付日の確認で、⺟校に電話  
         令和元年 9 ⽉ 25 日 12︓55〜 
     25 文化体育活動助成⾦贈呈式 ⺟校校⻑室 12︓55〜 
         弓道部 ものづくり部（化学分析）吹奏楽部  
        内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
     ・ ゴルフ大会賞品発注 近畿ツーリストへ 
        賞品リストＦＡＸ 
    26 日本精蝋支部三牧支部⻑に電話  
         職場の電話番号 0834-84-0328  
        100 周年記念基⾦のお願いで（交代勤務であるので、 
        連絡は取りにくい） 
    27 第 6 回 100 周年実⾏委員会 下松⼯業会館 18︓00〜  
         藤井実⾏委員⻑含む 25 名 
    30 パソコン入荷（2 台） マウスコンピューター 
     ・ 広島支部総会ご案内 29 名分発送した 
10．1 福岡支部（懇談会）ご案内 46 通投函した 
      2 第 7 回 100 周年実⾏委員会 30 通投函した 
      5 ⺟校体育祭 9︓00〜 村中会⻑ 国弘副会⻑ 浅⾕副 
         会⻑ 岩村理事  蔵⽥理事 槌尾専務理事 
         100 周年グッツ（タオル）90 枚 完売 
      9 第 28 回七採ゴルフ大会（中須ゴルフ倶楽部） 75 名 
     優勝 宝島 勝興 氏（M38） 村中会⻑ 内⼭副会⻑  
         国広副会⻑ 岩村理事 蔵⽥理事 清水監事  
         槌尾専務理事  
          ご協⼒ありがとうございました 
    12 ⺟校松本校⻑より電話 100 周年記念式典開催日の件 
      令和 3 年 11 ⽉ 2 日（⽕）又は 11 ⽉ 4 日（木）   
          宇部⼯業は 11 ⽉ 5 日 
     ・ 東ソー支部 近藤支部⻑ 連絡先変更  
          三和建設㈱ 0834-63-0145 
     ・  さくらクラブ交流会 下松⼯業会館 12︓00〜  
          福永代表含む 11 名 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告  
8．21 会館内の照明器具ＰＣＢ調査に関する調査 ⼭口県 
  ・  新旧校⻑歓送迎会 下松⼯業会館 18︓00〜 
           村中⻑含む 26 名 

会務報告  
7．18 藤本健治社⻑（Ｅ38）大和商事（株） 常務取締役 
        坂本輝彦氏来館、蔵⽥理事同席で、建築確認書を 
        貸し出した。 



  22 会報 50 号へ物故者の誤記について、 
        Ｍ29 芳岡邦男氏・Ｍ29 林嘉男氏 お詫びに、訪問した。 
   23 朋友商事森繁社⻑訪問 15︓00〜  
          村中会⻑ 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
    ・   (株)グランツ平⼭社⻑に朋友商事にお願いしたことの 
        連絡をした。 
    ・  第 5 回 100 周年実⾏委員会 下松⼯業会館  
         藤井委員⻑含む 23 名 
   26 Ｍ45 ⻄岡潤氏来館 事務引き継ぎ開始。 
    ・  朋友商事森繁社⻑来館 ⼟地の査定価格を持参された 
          ￥15,000,000 
   27 Ｃ44 クラス会のご案内 63 通投函 
  ・ 電気メーター取り替え動⼒⽤・電灯メーターの更新 
        (システム電⼯ 野村氏) 
   28 内⼭副会⻑来館 ⻄岡氏の件、照明器具ＰＣＢの件 
    ・  ⾏事企画委員会 国弘副会⻑ 徳原理事 岩村理事  
        槌尾専務理事 ゴルフ等の案内の件 
  29 セントラル硝子訪問アポ Ｃ38 ⼭本⼀夫氏にセントラ 
        ル硝子支部への連絡をお願いした 
   ・   第 6 回実⾏委員会のご案内 28 名分投函 
  30 さくらクラブ交流会のご案内３０通投函 
9． 2 セントラル硝子ＯＢ  Ｃ38 ⼭本⼀夫氏より、 
        訪問日 9/3．4．5  12︓20〜 
        村中会⻑に連絡 9 ⽉ 4 日訪問で連絡した 
   ・  日鉄ステンレス(株)⼭口製造所 周南エリヤ 
        （旧日鉄ステンレス(株)周南製鋼所 
   4 セントラル硝子(株) 新支部⻑ 村⽥治久氏 旧支部⻑  
          藤野靖志氏に⾯談 
    Ｃ38 ⼭本⼀夫氏の案内で、村中会⻑ 槌尾専務理事  
  12 ⺟校⾯接訓練 令和元年９⽉１２，１３ 村中会⻑ 
  13 下松支部⽉⾒の会 下松⼯業会館 18︓３30〜 
          三牧支部⻑含む 21 名 
  14 周南支部総会 サンルート徳⼭ 17︓30〜 
          久野支部⻑含む 27 名  内⼭副会⻑ 

  ・   藤中税理⼠事務所訪問 （別府税理⼠、佐藤担当と 
          ⾯談） 
    平成 30 年度会計資料 別紙持参し、手渡した。 
          価格の確認 
    税務申告 ￥100,000（平成 31 年度のみ） 
          (国・県・市) 
     令和 2 年度は領収書（請求書が必要）のみ提⽰ 
     税務申告          ￥100,000 
       顧問料 15,000×12   ￥180,000 
       ⼩計          ￥280,000 
       合計   ￥302,400 （消費税 8％含む） 
   ・   契約書 (内⼭副会⻑確認で) 
        （事務局が捺印)は郵送（8 ⽉ 3 日）で発送した。 
   ・   帳票類は別に提出（平成 30 年度分） 
      決算書                  1 部 
      税務申告書（コピー） 国・県・市  各    1 部 
        登記簿謄本の写し             1 部 
   ・  下松葬儀社 嶋社⻑に電話 7 ⽉ 22 日 11︓30 〜 
         訪問了承された 
 19 東部防災来館 消防設備等（特殊消防⽤設備等） 
          点検報告書持参された。 
   ・   日⽴笠⼾支部ビアーパーティー 松原屋  
        瀬来支部⻑含む 19 名 ⼭本監事 槌尾専務理事 
  22 100 周年編纂委員会（⺟校）9︓00〜  村中会⻑ 浅⾕ 
       副会⻑河村前会⻑ 早川元副会⻑ 松本校⻑ 柏村教頭  
       中村教諭 
   ・  下松葬儀社訪問 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
   ・  光支部⼭本事務局⻑来館 年会費￥51,000  
        100 周年寄付⾦￥40,000 持参された 
  ・  あすか地所より電話あり会館の売却で、相手先無いよ 
       うであれば購入したい。 理事会に報告すると返事した。 
   ・ 新旧校⻑歓送迎会のご案内、役員、支部役員へ 
       （44 名）に投函 した。7 ⽉ 9 日（⽕）12︓50〜連絡あり 
   ・ ⺟校中村先生より⺟校編纂委員会の開催日 
         7 ⽉ 22 日（⽉）9︓00〜連絡あり 
 24 ⺟校より学校新聞 300 部持参された。 
   ・ ⾏事企画委員会 国弘副会⻑ 徳原理事 岩村理事 槌尾 
      専務 理事  ゴルフ等の案内の件 
 29 （株）グランツ平⼭社⻑より電話 駐⾞場の借地権の件 
      で結果を連絡してないのでとの、連絡があった。 
      不動産屋さんには当⽅の内部調整のため申し込みがず 
      れているとの連絡をした。 
 30 ⾏事企画委員会 ゴルフ大会のご案内を作成  
        徳原理事 岩村理事 槌尾専務理事 4 支部、 
        個人 154 名に投函した。 
8．8 事務局人事の打ち合わせ 内⼭副会⻑ 蔵⽥理事 ⻄岡 
        下松副支部⻑ 槌尾専務理事。 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告  
6．19  公益目的支出計画実施報告が県当局より書調整項目 
         の指⽰あり、修正して再メールをした。 
    20 会報 50 号 12000 部富⽥印刷より納入 

会務報告  
5．22 (株)グランツ平⼭社⻑に電話で定時総会での決定を 
        連絡した。 
        売却条件は現状渡しの確認をした。 



     ・  ⺟校へ会報 50 号 580 部持参した 
     ・  会報 50 号振込⽤紙を 4000 部折り込みした 
         （蔵⽥理事・槌尾専務理事） 
    21 ⺟校柴⽥雄次先生来館剣道部対抗試合で、和歌⼭県の 
         高校が下松にくる 
     ・ 下松支部総会 三牧支部⻑含む 30 名 
    24 会報 50 号折り込み 8381 通完了  
          さくらクラブ福永代表、蔵⽥理事 
    25 ⺟校中村先生より、育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦ 
         の授与式の日程、7 ⽉ 9 日（⽕）12︓50〜 連絡あり 
     ・ ⺟校中村先生より⺟校編纂委員会の開催日 
         7 ⽉ 22 日（⽉） 9︓00〜 連絡あり 
    26 会報 50 号封筒入れ作業 村中会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥前 
         理事 岩村理事 ⼭部理事 柳理事 ⼭本監事 福永さくら 
         クラブ代表 ⽥村さくらクラブ副代表 高村幸江氏 槌尾 
         専務理事で、完了した。 
         多数のご協⼒ありがとうございました 
    27 第 4 回実⾏委員会 委員⻑藤井 勝 氏Ｍ32 含む 30 名 
   ・  （株）グランツ平⼭社⻑に⾯談 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 
        国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
         （福⽥総務部⻑同席） 
    仲介不動産屋さん地元の近い不動産屋 
        （地域の協⼒大事との発⾔） 
    駐⾞場の賃貸期間（20〜25 年が⾦融機関の条件）が 
        必要になった。 地主に再確認することになった 
    現状渡しだが、解体費の負担等が必要になるかも︕ 
  28 ⼭根⼀⼠氏来館 借地（地主橋本秀喜氏）の賃貸期 
        間が 20〜25 年の説明をした。検討をお願いした。 
        又、（株）グランツの了解得たらグランツの電話番号 
        を知らすので、⾯談を依頼した。 
    ・ （株）グランツ平⼭社⻑に上記の件を連絡すると、携 
        帯番号を教えて頂き、⼭根氏に連絡（6 ⽉ 29 日）した。 
    ・ 原⽥タオルへグッツ（タオル）500 枚￥453,500 支払い 
       をした。 
    ・ 下松運輸支部に新開支部⻑より連絡がり支部は解散 
       する。 
       100 周年の寄付等は、連絡有れば対応は可能である。 
  ・ 日⽯ＯＢ会支部総会 下松⼯業会館 18︓00〜  
        濱⾕支部⻑含む 11 名  浅⾕副会⻑ 
   29 熊毛支部総会 かつま市⺠センター17︓30〜 
        林支部⻑含む 14 名  村中会⻑ 
7．1 ⼭根⼀⼠氏来館 借地期間等については地主も了 
        解したので、（株）グランツ平⼭社⻑に報告する事に 
        なった。 
    2 100 周年積⽴⾦￥8,000,000 を定期で更新した 
    3 新笠⼾ドック支部 新支部⻑ 桑原 雅秀氏ＭＨ07 
    4 労働保険更新完了（下松労働基準監督署） 
    6 フリーマーケット ￥6,700 
    7 光支部総会 松原屋 12︓00〜   
       林支部⻑含む 31 名 槌尾専務理事 
    グッツ（タオル）20 枚￥24,000 
    9 育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦の授与式 12︓50〜 

    ・ 下松市役所原⽥秘書課⻑、下松商業会(株)⾦織社⻑ 
     (株)松竹シアターズ⾦藤支配人来館｢ある町の高い煙突｣ 
        試写会のご案内で、(5〜10 名) 
    23 会報 50 号の原稿ギガファイル便で送信開始 
  27 国・県・市の税務申告で⽯津税理⼠宅を訪問し署名 
          捺印した 
    ・   公益目的支出計画実施報告書をメール送信完了 
  29 セントラル硝子支部 新支部⻑ 村⽥ 治久氏ＥＨ04 
6． 1 フリーマーケットより￥6,500 受領した 
     7 野球部後援会 新会⻑ 藤井 勝 氏 Ｍ32 
   14 藤中秀幸税理⼠事務所 別府税理⼠に⾯談 
         （槌尾専務理事） 
    ・   三役会議 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 国弘副会⻑ 
              浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
      固定資産売却で仲介屋さん、売却価格の検討、  
            第 4 回実⾏委員会議題 資料 3 
    ・ 「ある町 高い煙突」試写会 村中会⻑ 内⼭副会⻑  
             国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑ 蔵⽥理事 
    ・ 宿泊（7 ⽉ 19 日）⺟校 教諭・生徒 14 名程度  



    内⼭副会⻑の挨拶で、全日制 育英奨学⾦ 6 名  
        文化体育活動助成⾦ 3 名授与した  
       定時制は後日校⻑より授与する育英奨学⾦ 3 名  
       文化体育活動助成⾦ 1 名 交付⾦は校⻑に手渡した 
   10 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）設備点検  
        （株）東部防災 
   12 藤井実⾏委員⻑より電話 ㈲下松葬儀社 社⻑  
        嶋 員久氏に話をしているので、100 周年基⾦寄付 
        の件で訪問する事。 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告  
4．17 貸借対照表及び正味財産増減計算書についての検分で 
          藤中税理⼠事務所、別府先生にご教⽰頂いた 
   18 浅⾕副会⻑より現⼯業会館の耐震対策費￥16,000,000 
         との連絡あり 
   19 白井下松支部監事来館 平成 30 年度下松支部決算報告 
          の監査完了 
   25 定時総会の料理の価格と内容を 升吉河野社⻑と蔵⽥理 
          事と打ち合せした 
   26 第 3 回実⾏委員会 藤井委員⻑含む 28 名 
5．1 ⾏事企画委員会 国弘委員⻑ 徳原理事 定時総会出欠の 
          確認と定時総会運営委資料の確認の打ち合わせ 
    4 フリーマーケット ￥6000 受領した 
    7 ⺟校中村先生来館 定時総会資料 110 部持参された 
    ・  広報・ホームページ委員会 浅⾕委員⻑ 徳原理事 蔵⽥理 
         事 ⽯井監事 槌尾専務理事 
    9 下松市市制 80 周年記念で放映する「ある町の 高い煙突」 
       のパンフレットを定時総会で配布の依頼が原⽥秘書課⻑ 
       より 
    ・ 離接の岸⽥薬局の駐⾞場を舗装するので⼯業会の駐⾞場 
        の使⽤依頼あり 
   11 定時総会 きらぼし館 10︓00〜 村中会⻑含む 106 名 
   17 トクヤマ支部総会 徳曹会館 18︓00〜  
         ⽟木支部⻑含む 43 名 浅⾕副会⻑ 
    ・  日⽴笠⼾支部総会 きらぼし館 18︓30〜 
         瀬来支部⻑含む 31 名 村中会⻑ ⼭本監事 
   20 清和⼯業(株)井川社⻑より ⼯業会館の売却を新周南新聞 
       で⾒て、スマイエ不動産が商談の有無を知りたいとの電話 
        があった 
    ・ ⽯津税理⼠宅を訪問 国・県・市の税務申告書と決算資料 
        持参した。その際今年度のみで、来年からは他の人のお 
        願いしてほしいとの申し出があった。 
 

会務報告  
3．20 日本郵便より 集配は下松市内、県内、県外の分類を 
         する要請あり 
    ・ テナント募集解除、朋友商事 不動産管理 あすか地所 
       下松不動産 
   21 第 3 回実⾏委員会開催ご案内投函  
        藤井委員⻑ 河村副委員⻑ 支部役員 顧問 
   22 ⾏事・企画員会開催 国弘副会⻑ 徳原理事 中村理事 
        中津井理事 柳理事 ⼭本監事 槌尾専務理事 
   25 定時総会のご案内、個人会員 1642 名 企業支部７支部 
        に発送した 
   28 下松市⻑定時総会ご案内、下松市役所持参 
    ・  講師・旧役員 5 名 役員 14 名 支部役員 44 名投函 
4． 2 ⺟校 松本 理 校⻑ ⽥村定時制教頭 広林事務⻑  
        新着任挨拶来館 
    ・ ⺟校中村先生より、新着任教諭歓迎会の中⽌の申し入 
        れあり、村中会⻑に連絡し、中⽌の了承を得て、⺟校に 
        連絡した 
    5 防府支部再生会合 伊藤副支部⻑ 村井事務局⻑  
        地家貞雄氏 槌尾専務理事 
       会合の結果伊藤副支部⻑が支部⻑で⼩規模ながら存続 
       をすることになった 
    6 フリーマーケット￥7,450 受領した 
    8 書記就任の依頼文、下松市役所支部、明⽯支部⻑宛て 
        発送した 
  ・ 大和証券投資信託の売却の申請をした 
    解約手続きは電話で大和証券徳⼭支店光法氏とで完了 
        した。解約手数料 1 万口/100 円  
        （売却した場合 売却損⾦が発生する） 
    平成 31 年 4 ⽉ 11 日に⻄京下松支店に振込みの予定 
    9 伝統ある⺟校の不祥事に同窓会として、⺟校を守る生 
        きがいを発揮すべき時、定時総会での討議を期待する 
        との電話あり（同窓生より） 
    ・  清水監事、御父上様ご逝去の連絡あり 
   10 トクヤマ支部総会のご案内 大⽥事務局⻑より 
         令和元年 5 ⽉ 17 日（⾦）⺟校中村先生に連絡した 
   11 大和証券（投資信託）より￥9,394,550 会計基⾦へ 
        入⾦ 

 

 

平成３０年年度（2018 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告  会務報告  



2．20 下松市制 80 周年記念事業で、久原房之助の映画上演 
         と「万古清風」久原房之助書の額の展⽰を計画してい 
         るので、当会の対応依頼があり、河村前会⻑より 
  21 a235 コピー機トナー切れになり、ＦＡＸの受付も不 
        可能 になる、これは機器が古い為、⼩部品・トナー 
        等を供給不能（メーカーでは） 
   （株）ルネックスプロテクト（0120-999-421）で購 
       入し対応した。 
  22 （株）グランツ（⼀社）下松⼯業会謄本（建物・⼟地） 
       公図（下松市北⽃町５２）建築確認書 福⽥主任に 
        手渡した。 
  28 入会式 ⺟校講堂 9︓00〜10︓00 新入会者 168 名 
    村中会⻑ 内⼭副会⻑ 中村理事 蔵⽥理事  
          槌尾専務理事 
    ・ 学年幹事昼⾷会 下松⼯業会館 13︓00〜 
      ⺟校 髙橋校⻑ 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 中村理事  
        蔵⽥理事 槌尾専務理事 
   橘高秀明 ＳＨ31 ⽥中晴大 ＳＨ31 津森直人 ＩＨ31 
   吉弘 誠 ＩＨ31 成⽥ 凌 ＣＨ31 久⾏克樹 ＣＨ31 
   三原 真 4ＭＨ31 
    ・ 東洋鋼鈑支部 椎木氏来館 年会費・100 周年記念事業 
        基⾦持参された 
3．1 ⺟校卒業証書授与式 ⺟校講堂 10︓00〜 
      村中会⻑ 槌尾専務理事 
  4 周南支部岸村敬⼠氏より電話あり定時総会の席を支部 
        ごとにまとめる提案を頂いた。（⾏事企画員会で検討） 
  5 親睦ボウリング大会  
        くだまつスポーツセンター 18︓30〜 
    村中会⻑含む 34 名 優勝 関⾕ 昌人 Ｍ37 
    ・ （株）グランツ 平⼭社⻑ 福⽥総務部⻑来館 
      ⼯業会館の地に養護施設は建築可能 幾らで売却額を 
       考えているか、今から検討に入る 現状渡しか、更地か 
       検討したい。 
   ・ 駐⾞場の賃貸も継続が必要 可能か（今から地主と 
        折衝する） 
       昔は 3 千万か 3 千 5 百万円位ではと、⾔っていたようだ。 
       先日会合で、3 ⽉ 15 日までに建築可能の返事が今日の 
       話かと確認したら、そうだと⾔われた。 
  6 ⺟校 100 周年記念事業第 2 回実⾏委員会  
        下松⼯業会館 18︓00〜 
    村中会⻑含む 26 名  
        次回は 2019 年 4 ⽉ 26 日（⾦）18︓00〜 
  7 ＪＡＸＡ広報部へ（03-5289-3650）電話 
    ⾦井宇宙⾶⾏⼠の再講演で、相談したら、新たに申し 
        込みし、宇宙⾶⾏⼠の日程に合わすことが必要。 
        （応募率が高いので申請しないとわからない） 
  8  ⼭根⼀⼠氏にお願いして来館して貰った 
    仮にここを売却する場合に駐⾞場もとなったとき  
        現状の賃貸価格（使⽤料）で、移⾏を願いしたら、 
        地主に了解させることの確約はできた。 
   11 商⼯リサーチ ⼭口支店 
        中前支店⻑（0834－22－1060） 

1. 23 下松市役所支部の井内氏来館 総会の料理について 
         打ち合わせ本部の出席者の変更を申し出た。  
         出席者 国弘副会⻑ 
    ・  コンピューターＫＯＧＹＯＫＡＩ１と 
         ＫＯＧＹＯＫＡＩ（入⼒専 ⽤）とのネットワークを 
        構築完了バックアップは（ＫＯＧＹＯＫＡＩ１） 
   24 第 2 回実⾏委員会開催日程の件で藤井委員⻑へＦＡＸ 
  ・ 封筒印刷 8745 通完了 
    ・  七彩 7 号 12000 部 受領した（富⽥印刷） 
    ・  固定資産の件で（株）グランツに⾯談の日程の検討を 
        申込みした。 
  25 封筒入れ 蔵⽥理事 藤⽥前理事 松村下松支部理事  
        封筒入れ作業ご協⼒有難うございました。 
  28 消防⽤設備等点検総括表提出  
        下松消防本部（東部 防災来館で） 
    ・ 七彩 7 号封筒入れ作業 国弘副会⻑ 徳原理事 岩村理事 
       柳理事 ⼭本監事 福永佐知子氏 高村幸江氏 松村伸氏 
       槌尾専務理事 8745 通完了した。 
      ご協⼒ありがとうございました。 
    ・  ＰＴＡ評議会への下松⼯業会の資料⺟校へ届ける。 
    ・   第 2 回実⾏委員会開催日 藤井委員⻑より連絡があり 
        村中会⻑に連絡。平成 31 年 3 ⽉ 6 日（水）18︓00〜 
        に決定 
  29 下松郵便局へ会報の収集を申しこんだら 
         （契約違反だ） 
        もともと持込み契約であったが、下松郵便局の現場の 
        要望で収集していたのを上司が知らなかった様だ 
    今後は持込みとなる 
   ・ ⺟校ＰＴＡ評議会 13︓30〜（⺟校） 
       村中会⻑ 槌尾専務理事 
 30 （株）グランツ平⼭社⻑より電話あり  
       会合日程 2 ⽉ 14 日（木）17︓00〜 
    会合場所 （株）グランツ 三役に連絡 
   ・  第 2 回実⾏委員会開催ご案内を実⾏委員会 藤井委員⻑ 
      河村副委員⻑ 委員承諾者（28 名）に投函 
   ・  親睦ボウリング大会へのご案内支部会員１３支部と⼀般 
      会員 81 名へ投函 
2.1 ⺟校⻄本先生より入会者の 入会⾦・年会費 
       2 ⽉ 8 日支払いの連絡あり 
  3 親睦麻雀大会 10︓00〜15︓00 24 名 
        優勝 ⼭形捷児氏 Ｍ37 
  4 ⺟校髙橋校⻑来館 岡村先生の葬儀の御礼で、元会⻑ 
        深町和彦氏 逝去の連絡もあった 
        （諸事無⽤との申し込あり） 
    ・ ⺟校卒業生⽤円筒 167 名分納入した（江⼾屋より） 
    5 近隣支部交流会 「大城」 代表林洋司氏含む 24 名  
        次回の開催への参加希望者多数あり 
  7 トクヤマ支部大⽥幸⼀事務局⻑来館 年会費￥200000 
    100 周年記念事業基⾦￥54000 持参された 
  ・  関⻄支部懇談会 ご案内 84 名投函 
  8 ⺟校⻄本先生訪問  
       新入会員の入会⾦ 年会費（168 名） 



   （株）グランツの信⽤調査 依頼した（グランツの平⼭ 
       社⻑の名刺をＦＡＸした。 
   ＦＡＸ0834－32－3153 1 件￥50,000 追加最短料⾦ 
        ￥4,000 と諸経費の合計が調査料に成る。 
    ・  (株)グランツ平⼭社⻑来館 建築確認書返却で、 
        またパンフレットを持参された。 
   定時総会の前覚え書きの交換を提⽰したら了承された  
        又現状渡しの条件でよいとの事であった。 
    ・  藤井実⾏委員⻑より電話あり、100 周年記念事業を分散 
        開催でなく統⼀できないかとのご意⾒があった。 
  13  防府支部再生打ち合わせ会が村井事務局⻑と打ち合 
         わせし決定した。 
      平成 31 年 4 ⽉ 5 日（⾦）防府グランアドホテル 12︓30〜  
        伊藤副支部⻑ 村井事務局⻑ 地家貞雄氏 槌尾専務理事 
    ・  （株）東京商⼯リサ―⼭口支店⻑ 中前⼀郎 氏来館  
  14  ⺟校講演 
          演題「非真⾯目のすすめ」もう⼀つの⾒⽅  
          講師 河村正浩 氏 前会⻑ 
     蔵⽥理事 槌尾専務理事 
  15  ＪＡＸＡ宮⾥氏より電話 正式に申し込みを頂いて、 
         審査委員会で審議する。 
    ⾦井宇宙⾶⾏⼠にメールを入れたことの返事である。 
  17  関⻄支部懇談会 メルパルク大阪 12︓00〜  
         ⼭本支部⻑含む 20 名  浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
  18  (株)東京商⼯リサーチ 中前支店⻑ 来館  
          信⽤調書持参された。 

        ￥1008000 受領した 
 14 （株）グランツ 打ち合わせ会 17︓00〜 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告  
11.29 東海支部支部⻑ ⽯原佳雄氏 逝去（H30.11.20） 
 30 円筒（平成 31 年 3 ⽉期卒業生⽤）167 本 江⼾屋へ注文 
12. 1 フリーマーケット 7.000 円受領した。 
     4 日本郵便 榮⽥課⻑来館 平成 31 年 4 ⽉から送料値上 
        げ 8 円/1 通の⾒積書を置いて⾏った。 
    蔵⽥理事が同席で、苦⾔は呈した 
    ・  ㈱グランツの平⼭社⻑来館 
    売却の件の進⾏状況を確認で来館されたので、当⽅ 
         としての考えを説明した。 
      ①売却の⽅針で、現在は売却価格等の最終確認をして 
         る最中である。ほんとに購入して頂けるのだろうか︕  
         平⼭社⻑︓購入の⽅向で事業計画を遂⾏している。 
      ②売却に際しては仲介者を⽴てる⽅向で検討している。 
         平⼭社⻑︓その⽅が良いと思うと発⾔。 
      ③下松⼯業会の窓口を決めて、第１回の相談をしたいと 
         思っている。 
         その場で、仲介屋さんの紹介をしたいと思う。 
        平⼭社⻑︓㈱グランツの新築の１部を⼯業会に貸し出 
        す⽅向で検討している。了解した。 
        又、話の途中で平⼭社⻑より解体費を含む 
        ￥25000,000 と⾔っていた。 
        駐⾞場の貸借も可能なように対応してほしい。 
12.11 パソコンの窓側（KOGYKAI１）の E︓スケールが 
       消滅した。ゼロクス安心サポート 

会務報告  
11.15 第 1 回⺟校 100 周年記念事業実⾏委員会 18︓00〜 
    17 福岡支部懇談会 ステーションホテル⼩倉 12︓00〜 
          福⽥支部⻑含む 14 名 
     村中会⻑ 蔵⽥理事 清水監事 槌尾専務理事 
    19 ⺟校髙橋校⻑来館 優勝 神代大介 M3  
            全国高等学校ものづくり大会（旋盤） 
  20 ⺟校助手応募者の履歴書を提出 
  22 広島支部総会「京もみじ」 18︓00〜  
             髙橋支部⻑含む 16 名  村中会⻑ 
  24 東京支部総会 東海大学学友会館 35 階 12︓30〜 
             ⼟⾕支部⻑含む 22 名 
     内⼭副会⻑  新支部⻑ 重永 裕洋（E49） 
   ・ ⺟校文化祭 出展者  ⾦近 則幸（T43）  
                                      松村 伸（M43） 
    支援者 国弘副会⻑ 中村理事 前理事 藤⽥文明氏 
    槌尾専務理事 皆さん出展に際し、ご協⼒ありがとう 
            ございました 
12. 1 周防大島支部総会 お茶屋 「彦右衛門」 18︓30〜 
           川端支部⻑含む 8 名  村中会⻑   
           100 周年記念基⾦ 23,000 円（大島支部有志⼀同） 
   ・ 剪定作業 ⺟校校庭  
           中津井理事 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 国弘副会⻑ 
    浅⾕副会⻑ 中村理事 蔵⽥理事 清水監事 
           藤⽥前理事  槌尾専務理事 



   ゼロックス中島氏で対応したが解決せず ⽯井監事来 
        館で応急対応して貰った 
   E︓スケールの専務理事の中の案内（総合）・岩国支部 
        （1 部）・広島支部,周南支部・定款 提出文書かがみ・ 
        東海支部・理事会と H27 年度資料 
        （ホームページ）は消滅した 
   12 ⽯井監事来館 昨日に続き コンピュウターの故障の 
        対応をして頂い 
      ⽯井監事のご協⼒に御礼申し上げます。 
  ・ ⽕災保険更新 若⼭⽯油 中村氏来館 捺印をした 
   18 屋上北東の角の⾬漏れ対策実施 M４３松村伸氏  
        有難うございました 
  ・ 近隣支部間交流会のご案内発送した （周南,下松, 
        熊毛,柳井,防府,岩国キリンビール支部,日⽯ＯＢ会） 
    開催日平成 31 年 2 ⽉ 5 日（⽕）大城 18︓00〜 
          会費￥13,000 
   20 親睦麻雀大会のご案内 支部 12 支部、個人 48 名に 
        投函した 
   21 文化体育活動助成⾦の授与式 ⺟校校⻑室 8︓45〜  
        弓道部 団体、個人  村中会⻑ 槌尾専務理事 
   ・ ⺟校 100 周年史編纂委員会 ⺟校 会議室 9︓00〜 
   村中会⻑ 浅⾕副会⻑ 河村前会⻑ 早川元副会⻑  
      槌尾専務理事 
   25 ⺟校 100 周年史編纂委員会の資料作成⼯程表  
        早川元副会⻑へ FAX 
   ・ コンピューターKOGYOKAI の機能復活 ⽯井監事のご 
      尽⼒に対し、御礼申し上げます。 
   27 平成 30 年度分給与所得の源泉徴収票等の法定調書 
        合計表 給与所得 退職所得等の所得徴収高計算書  
        徳⼭税務署提出 
   ・ 平成 30 年分給与所得の源泉徴収票・給与所得報告書  
       周南市役所提出 
31.1.3 訃報の連絡  
        元専務理事 弘実法造氏逝去（関係部署連絡） 
     弔電 香典（￥20,000 規程による） 
   15 償却資産申告書 下松市役所 提出 
   16 消防⽤設備等点検 実施 東部防災（株） 

    あすなろ⼯業 中津井会⻑含む 6 名 
     ご協⼒有難うございました  

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告   
10．17 栄光の碑銘板作成を三牧⽯材店に発注 
          （国体優勝 弓道部⼩蓑氏） 
   18 M43 松村伸氏の紹介で（松村氏同期 ⾦近塗装店 
          ⾦近則幸氏（T43）1〜3 階の壁塗装を無料で施⼯し 
          て頂いた 
   21 ⼭口県高等学校ロボット競技大会⾒学 
            (キリンバレッジ) 
      ・  ⼭口県高等学校ロボット競技大会の打ち上げ会場の 
           設置、松村伸氏参加で、  
   23 ⺟校髙橋校⻑来館 打ち上げ会場の設置の御礼 
   ・ 周南支部柳副支部⻑に平成３１年度定時総会議⻑ 
              と司会を検討依頼した 
   31 ⺟校髙橋校⻑来館 県ふるさと納税のアピールで、 

会務報告   
9.18 広報・ホームページ委員会 浅⾕副会⻑ 徳原理事 
         ⼭部理事 槌尾専務理事 
  19 岡⼭懇親会代表 藤本憲正氏より懇親会開催のご案内 
         受領した 
  20 七彩 7 号の原稿依頼 M３５安原勝實氏に依頼した 
    ・  消防訓練届書提出 下松消防本部 予防課 
  21 第 26 回ロボット競技大会⼭口大会協賛⾦振込完了 
  22 周南支部総会 サンルート徳⼭ 17︓00 〜  
         久野支部⻑含む 26 名  村中会⻑ 周南支部総会での 
         募⾦「ワンコイン事業」募⾦額￥１３,７２８ 
  25 文化体育活動助成⾦の授与式 ⺟校 13︓00 〜 
    ハンドボール部 弓道部 ものづくり部 ロボット部  
         吹奏楽部  合計 115,000 円 交付した 



            （同窓生が経営する企業への案内の依頼） 
11. 1 定時総会開催会場使⽤申し込み完了 
     きらぼし館 会場準備日 平成 31 年 5 ⽉ 10 日（⾦） 
            17︓00〜21︓00 
     開 催 日 平成 31 年 5 ⽉ 11 日（⼟）9︓00〜16︓00 
    3 フリーマーケット 8︓00〜  ￥6,410 
   ・  岡⼭懇親会 平成 30 年 11 ⽉ 3 日（⼟） 
             瀬⼾大橋スパリズート 12︓00〜 
      国弘副会⻑  藤本代表含む 6 名 
    6 県ふるさと納税のご案内を㈲ウイルゼザイン  
           （株）オネット・システムズ 2 社に発送した 
    12 髙橋校⻑より連絡 高等学校全国大会  
             弓道部（団体・個人）出場 

   26 冨⼠高圧支部 藤井勝支部⻑に⾯談し、村中会⻑の 
         訪問を申し入れした 
      日程 平成 30 年 9 ⽉ 28 日 11︓00 〜 
  28 冨⼠高圧支部 藤井勝支部⻑に⾯談  
           村中会⻑ 槌尾専務理事 
         第 1 回の実⾏委員会会合の予定の指⽰を受けた。 
           平成 30 年 11 ⽉ 14，15，16 日のいずれか 
           18︓00 〜 （下松⼯業会館） 
  29 さくらクラブ 下松⼯業会館 12︓00 〜  
          福永代表含む 12 名  村中会⻑ 槌尾専務理事 
10. 1 下松支部理事松村伸氏来館会館内の腰壁の塗装補修 
        作業実施された。 有難うございます 
    ・   ゴルフ大会の賞品券購入 近畿ツーリスト 
     3 国⺠体育大会 弓道部 優勝  
          ⼩蓑 大地 （⼯業化学科 3 年）髙橋校⻑より 
     5 ⺟校剪定作業日程の打ち合わせ 阿部事務⻑⾯談  
          蔵⽥理事 槌尾専務理事 
    ・   県学事文書課公益班 内⼭主査 ⾯談 槌尾専務理事 
    固定資産の処理については下松⼯業会の定款にて処理 
          すること。 
  6 フリーマーケット 8︓00 〜14︓00 \5,260 受領した 
    ・   3 階窓側の腰壁の補修、前藤⽥理事が施⼯  
          有難うございました。 
     8 ⺟校体育祭 9︓30 〜 村中会⻑ 浅⾕副会⻑  
          国弘副会⻑ 蔵⽥理事  槌尾専務理事 
  10 第 27 回七彩ゴルフ大会（中須ゴルフ倶楽部） 
          競技者 73 名  優勝 ⼩川 博己氏 M36 
  11 K&I プロジェトマネージャー 高村 篤男 氏 来館  
         ⼀階テナントに賃貸申込みあり （賃貸料 1 万円/⽉） 
  13 学年幹事交流会 出席者皆無 中⽌ 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告   
8.22 福岡支部福⽥支部⻑より福岡懇談会のご案内の依頼 
         あり 
  ・ 1 階テナントの空調設備取付代￥40000 あすなろ⼯業 
         に手渡した 
 28 ⼭口県高等学校ロボット大会(キリンバレッジ)⾒学 
   ・   1 階水道⽤メーターの取り換え(下松水道局)完了 
 29 ⺟校 100 周年編纂委員会開催(⺟校)9︓00〜10︓30 
    村中会⻑ 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 髙橋校⻑ 
         含む 11 名 
9. 3 学年幹事交流会のご案内 33 通・福岡支部懇談会ご案内 
         48 通投函した 
  6 ⺟校髙橋校⻑より電話  平成 30 年度第 26 回全国高等 
         学校ロボット競技大会の, 広告代の依頼があった 
   ・  第 27 回七彩ゴルフ大会組み合わせ表作成  
          蔵⽥理事 藤⽥前理事 槌専務理事 
 13 三役会議 18︓00〜 
      村中会⻑、内⼭、国弘、浅⾕各副会⻑、槌尾専務理事 
      100 周年記念⾏事実⾏委員会の組織と,⽅向付けを検討 
       した. 
 14 下松支部⽉⾒の会 下松⼯業会館 18︓30〜  

会務報告   
7.18 (株)グランツへ浅⾕副会⻑より、理事会の検討事項を 
    連絡した。 
  ・ (株)グランツ平⼭敬子社⻑ 本部主任福⽥氏来館  
    総務部⻑福⽥氏来館(建設会社の⽅と)1 階テナントを 
      検分された。 
    建築確認書と地史地図を貸し出した 
 19 関⻄支部⼭本支部⻑来館 
 20 (株)グランツ平⼭社⻑来館 耐震 5 で申請しても認可 
      されな いのでは、 
    ⼯業会館の購入の申し入れがあった。⽅向性としては 
      8 ⽉の理事会等で検討が必要,並びに定時総会の承認 
      が必要となると申し上げた。 
  ・ 日⽴笠⼾支部ビアパアティー 松原屋 18︓30〜 
       瀬来支部⻑含む 16 名   ⼭本監事 槌尾専務理事 
 24 三役会議（臨時） 村中会⻑ 内⼭副会⻑ 国弘副 
      会⻑ 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
   購入申し入れの件で開催。理事会で⻑期資⾦の流れを 
      説明し、⽅向付けする事になった。 
 25 東部防災(株) ⼭本氏来館 消防⽤設備点検(来館 1 名) 
   ・ 1 階テナント空調設備 ￥40000(⼯業会負担￥20000) 



        三牧支部⻑含む 20 名    取り付け⼯事(中津井理事) 7 ⽉ 28 日施⼯の連絡三牧理 
      事よりあった 
 26 ⺟校中村先生来館 ⺟校 100 周年記念史編纂委員会  
        8 ⽉ 29 日 9︓00〜 
   全日制の育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦の、領収書 
      持参された。  ⺟校学校新聞 310 通受領した 
 27 空調設備の設置、の申し入れ(中津井理事より三牧理事 
      に連絡しているようだ) 
       事務局は休館にしており、急遽対応した 
  ・ 労働保険の更新手続き完了した 
  30 ⺟校⻄尾教諭来館 生徒⾯接練習の⾯接官の依頼につ 
       いて.   槌尾専務理事 
  31 あすか⼯芸 ⽥中社⻑来館 （すぎおか美⼯の紹介で） 
       定時総会看板の補修作業 
8. 4 フリーマーケット 8︓00〜14︓00 三牧理事 前藤⽥理事 
     ⻄岡下松副支部⻑ 松村下松支部理事 ご苦労様でした  
      入⾦は未精算 
  6 ⺟校髙橋校⻑より電話 平成 30 年度第１３回全国若者 
      ものづくり競技大会 
   全国優勝 神代大介 システム機械科 3 年生 旋盤の部 
  ・ ⺟校池永教諭来館 平成 30 年度第 13 回全国若者もの 
      づくり競技大会   健闘及ばず   
        藤井将弥 システム機械科 3 年生 溶接の部 
  8 ⺟校細木先生来館  
         登⼭部 全国大会第 5 位の報告ありました 
  9 第 27 回 七彩ゴルフ大会 
       平成 30 年 10 ⽉ 10 日(水) ご案内発送 
    会員 145 名 支部 19 支部 
   ・ さくらクラブ交流会 ご案内発送 34 名 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告   
6．22 下松支部総会 下松⼯業会館 18︓30 〜 
           三牧支部⻑含む２７名 
  25 三役会議（臨時）村中会⻑ 内⼭副会⻑  
          国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
      大和証券公社債売却後の預託先、⻄京銀⾏ 100 周 
            年記念基⾦の定期預⾦への移⾏についての検討。 
  26 会報 49 号 ⺟校へ 600 通持参した 
  27 会報 49 号 1534 通（個人） 
            支部 14 支部に発送完了した 
      浅⾕副会⻑ ⼭部理事 蔵⽥理事 柳理事  
             ⼭本監事 槌尾専務理事 
        ご協⼒ありがとうございました。 
   ・ 労働保険の更新手続き完了した 
    29 日⽯ＯＢ会総会 下松⼯業会館 18︓00 〜  
         濱⾕支部⻑含む 8 名  国弘副会⻑ 槌尾専務理事 
    30 熊毛支部総会 かつまふれあいセンター17︓45 〜  
         林支部⻑含む 14 名  槌尾専務理事 
7．  1 光支部総会 松原屋 12︓00〜 林支部⻑含む 38 名 
     村中会⻑ 槌尾専務理事 
    2 100 周年記念基⾦ 8 百万円也、定期（0.1％ 1 年間） 
   3 藤中秀幸税理⼠事務所 別府先生 訪問 

会務報告   
5．24 定時総会メインの看板収納箱(前藤⽥理事作成の) 
         持参された 
  25 県学事文書課宗務班公益法人グループ内⼭氏に 
         電話 公社債の売却処理について 
   ・ 定時総会の議事録への議⻑捺印で、東ソー支部近藤 
         支部⻑に⾯談 
   ・ 電子申請の鏡の代表者は変更後の代表者氏名にする 
         との確認をした 
   ・ 役員登記を今川司法書⼠に依頼した 
    27 関⻄支部総会 メルパルク大阪 12︓30〜⼭本支部⻑ 
         含む 13 名  蔵⽥理事 槌尾専務理事 
  28 会報 49 号への原稿等富⽥印刷メール・FAX 送信した 
  29 定時総会資料発送した(欠席支部)三井化学岩国支部、 
         防府支部、岡⼭懇談会、新日鉄住⾦ステンレス支部、 
         三新化学支部、東洋紡岩国支部、JXGT エネルギー 
         麻⾥布支部、下松運輸支部、東海支部、新笠⼾ドック 
         支部、セント辣硝子支部、福岡支部、東京支部、日本 
         精蝋支部、日進⼯業支部、東ソー四日市支部、大晃 
         機械⼯業支部、昭和電⼯支部、福⼭支部、日本ゼオ 
         ン支部 ￥7,600 受領した 
    30 税務申告 国・県・市の申告書に捺印 ⽯津税理⼠先生 



     ・   バナー広告掲載者に掲載料発送した 
          （6 社内⼀社受領済み） 
   7 フリーマーケット 8︓00〜14︓00 収入￥6000 
  10 育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦の交付（⺟校） 
         村中会⻑ 槌尾専務理事 
     ・ 1 階テナントの下⾒ 
          (株)グランツ 代表取締役園⻑平⼭敬子氏 
         本部主任 福⽥浩成氏来館(浅⾕副会⻑に紹介) 
      感触としては検討して⾒るとの段階では 
     ・  藤⽥前理事 会館⻄側の植木隣の駐⾞場の妨げになる 
        ので、撤去作業実施 
        ご協⼒ありがとうございました。 
   12 育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦(定時制)授与式  
           16︓30〜下松⼯業会館 
    ⺟校より 髙橋校⻑ ⽟野教頭 村本⼀輝氏 
            ⼭中春輝氏来館 
    育英⾊学⾦ ⼭中春輝氏 2 年生 瀬畑星⽃氏 3 年生 
            村本⼀輝氏 4 年生 
     文化体育活動助成⾦  
                          定時制柔道 村本⼀輝氏 4 年生 
         槌尾専務理事 蔵⽥理事 

         より提出    
  31 会報 49 号学年幹事(10 名)よる電話にて督促した 
   ・ 公益目的支出計画実施報告書 電子申請書送信 
   ・ 役員登記完了 今川司法書⼠ 持参された(２通) 
6．  1 ⻄京銀⾏の通帳代表者変更手続き完了 
   ・ 大和証券に代表者変更届を送付した 
   ・ 下松消防本部 代表者変更届完了 
   ・ 公益目的支出計画等変更届出 電子申請送信した 
     4 公益目的支出計画等変更届出の修正依頼あり、修正し 
         電子申請送信した 
  5 県・市の法人税納入した 
   7 県総務部学事文書課宗務班公益法人グループ内⼭氏 
         に挨拶で訪問 
  8 野球部後援会 下松⼯業会館 18︓00〜 河村副会⻑含む 
         15 名 
  11 県学事文書課宗務班 主査 内⼭ 孝志 氏より 
     公益目的支出計画実施報告書電子申請の調整事項の 
         依頼あり 
  14 登⼭部インターハイ出場 定時制柔道部村本選手イン 
         ターハイ出場   髙橋校⻑より連絡あり。 
    ・ 会報 49 号ゲラ第 1 回修正分を富⽥印刷へ（藤⽥氏） 
  15 野球部ＯＢ会総会 下松⼯業会館 18︓30〜  
         渡辺新会⻑含む 14 名  槌尾専務理事 
    ・ 公益目的支出計画実施報告書電子申請の調整事項を 
        電子申請完了 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告   
4．17 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 16︓30〜 
   浅⾕副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⼭部理事 蔵⽥理事 
   ⽯井監事 槌尾専務理事 
   会報 49 号の記載内容と七彩と会報の発⾏の在り⽅を 
     検討をした。 
   ・ 会報 49 号原稿依頼（髙橋校⻑、柏村教頭、⽟野教頭） 
     を中村先生に託す。 
        弓道部は口頭で中村先生よりお願いをして頂いた 
  18 Ｃ37 ⼭本⼀夫氏来館セントラル硝子支部からの下松 
      ⼯業会への支援の橋渡しを約束して頂いた。 
  20 藤中秀幸税理⼠事務所別府先生に謝礼を持参した。 
  ・ 会報 49 号の原稿依頼を学年幹事 10 名に発送した 
   24 新着任教諭歓迎会 下松⼯業会館 18︓00〜  
       河村会⻑含む 36 名 
5． 2 総会準備委員会の下打ち合わせ  
        徳原理事 ⽯井監事     
   5 フリーマーケット  三牧理事、藤⽥理事  
       ⻄岡下松支部理事￥7600 受領した 
    8 総会準備委員会 下松⼯業会館 18︓30〜  
      内⼭副会⻑含む 13 名     
  12 定時総会 きらぼし館 10︓00〜 河村会⻑含む 104 名 
   新会⻑ 村中 ⼀雄 氏（Ｍ47） 
  14 Ｃ18 ⾦村 吉倬氏の子孫（4 兄弟）来館  
      名簿の確認コピーを手渡した。その後⺟校を訪ねる予定 
  18 トクヤマ支部総会 徳曹会館 18︓00〜   

会務報告 
3.22 ⾏事企画委員会 下松⼯業会館 18︓30〜 
    国弘副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
            中村理事 ⼭本監事  槌尾専務理事 
  ・  ゼロックス⼭口 コピー機保守契約完了 
          （平成 30 年 3 ⽉ 31 日）今後は保守費、は実費精算 
3.23 新年度役員候補の岡⽥光輝氏（Ｍ51）に電話で確認、 
       内諾を得た。               
  26 定時総会のご案内、國井下松市⻑宛てを秘書課へ届ける 
  28 実施事業の指定正味財産の⼀般正味財産への振替の⽅法 
       を公益法人協会(鈴木先生に相談)後日書⾯での指導得た。 
  29 役員候補者へ平成 30 年 4 ⽉ 17 日開催の、理事会出席へ  
のお願い文を発送した。 
  ・ 藤中秀幸税理⼠事務所の別府先生来館。 
         正味財産の処理についてご教⽰頂く 
  30 藤中秀幸税理⼠事務所の別府先生に、公益法人協会の 
       書⾯をＦＡＸ入れたら、正式な書⾯をＦＡＸで得た。 
   ・  下松支部 花⾒の会 下松⼯業会館 18︓30〜 
          三牧支部⻑含む 16 名参加 
4. 2  ⺟校新旧職員歓送迎会 笠⼾ハイツ 18︓30〜 
          内⼭副会⻑ 
   ・   ⼭口中央郵便局榮⽥課⻑より料⾦後納郵便物差出票 
       届く。 
   下松郵便局への持ち込みは  9︓00〜17︓00 
   3  新着任教諭の歓迎会、ご案内 ⺟校 24 通 役員 
  ・  定時総会の看板を展⽰ 



      ⽯川支部⻑含む 46 名 
      新支部⻑ ⽟木 芳実 氏（M57）  村中会⻑ 
  ・ ⼭口県高等学校定時制通信制教育振興会理事会  
      ⼭口高校 15︓00〜   槌尾専務理事 
  20 北⽃町地区清掃 下松支部松村伸氏、⽯井監事、 
      槌尾専務理事 
   駐⾞場、下松駅前ロータリーの清掃実施（9︓00〜） 

   4  ⺟校新教頭柏村浩氏髙橋校⻑同⾏で転任挨拶来館 
  ・ 指定正味財産の処理について、県学事文書課宗務班 
      公益法人グループの確認を得た 
   7 フリーマーケット開催 下松⼯業会館 8︓00〜14︓00 
        収益⾦￥14,250 受領した 
  11 平成 29 年度監査 下松⼯業会館 13︓00〜 
    ⼭本監事 ⽯井監事 清水監事 監査完了 
  17 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 16︓30〜 
          浅⾕委員⻑、藤⽥理事、⼭部理事、徳原理事 
         蔵⽥理事、⽯井理事、槌尾専務理事 

 

平成２９年年度（2017 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告   
2．21 ホームページビルダーバージョン 21 に更新 
     空調機器整備完了  ⼭県電気   
          トイレ清掃完了ダスキン光支店 
   22 フリーマーケットチラシ 2000 枚 
  24 柳井支部総会 アニバーサール ベルゼ 18︓30〜  
          藤沢支部⻑含む 33 名   河村会⻑ 
  28 入会式 ⺟校 9︓00〜 河村会⻑ 国弘副会⻑  
          藤⽥理事 槌尾専務理事   新会員入会 160 名 
    ・  学年幹事昼⾷会 下松⼯業会館 13︓00〜  
          河村会⻑含む 13 名 
3．1 卒業証書授与式 ⺟校 10︓00〜    
          河村会⻑ 槌尾専務理事 
    3 フリーマーケット（1 階テナント）8︓00〜14︓00 
    6 親睦ボウリング大会  
         くだまつスポーツセンター18︓00〜 
    優勝 ⼭部 義弘 氏 C44 河村会⻑を含む 29 名 
 15 すぎおか美⼯が今年限り閉社の申しであり、 
   ＢＩＣＯ(株)0833-41-5895 藤光 1-5-11(の紹介あり) 
 16 定時総会 案内投函 ⼀般会員 1564 名  
           支部役員 45 名    役員 17 名 
    顧問 6 名 前職 6 名 歴代校⻑ 9 名  
          さくらクラブ 9 名(代表副代表含む) 
   支部への送付 ＪＡＸＴＧエネルギー支部 日⽴笠⼾支部  
      下松市役所支部 東洋鋼鈑支部 日新製鋼周南支部  
      日進⼯業支部 岐⼭化⼯機支部 トクヤマ支部 東ソー支部 
      出光興産支部 協和発酵支部 冨⼠高圧支部 

会務報告   
1．17 ホームページビルダーバージョン 21 に更新 
  18  空調機器整備 ⼭県電気へ発注  
         トイレ清掃 ダスキン光支店へ発注 
  ・ フリーマーケットチラシ 2500 枚 
  19 PTA 評議会 河村会⻑ 槌尾専務理事 
  23 七彩６号 入荷（富⽥印刷）12000 部 
  24 ⺟校へ七彩 6 号 600 部 持参した 
  ・ 親睦ボウリング大会ご案内 支部 16 支部  
          役員含む 112 名 発送 
  25 封筒印刷 藤⽥理事 ⼭部理事 蔵⽥理事  
        槌尾専務理事 
  26 封筒印刷及び封筒入れ作業 藤⽥理事 岩村理事  
          ⼭部理事 ⼭本監事 槌尾専務理事  
          会費納入者 1580 通発送 
  ・ 下松市役所支部総会 下松⼯業会館 18︓15〜  
          明⽯支部⻑含む 13 名 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
  27 岩国支部総会 開花亭 18︓30〜 河村会⻑  
        下松支部⻑代理 槌尾博之 沖本支部⻑含む 23 名 
  29 封筒入れ作業 ⼭部理事 ⼭本監事 ⽯井監事  
          高村幸江氏 槌尾専務理事 
  ・ 七彩 6 号 未納者会員へ 1672 通発送 
  30 封筒入れ作業 徳原理事 岩村理事  
         さくらクラブ福永代表 槌尾専務理事 
  ・ 未納者会員へ 5221 通発送  
         七彩 6 号 発送完了 合計 8478 通 
  ・ 七彩ゴルフ大会 平成 30 年 10 ⽉ 10 日（水） 
        中須ゴルフ倶楽部 
      アウト・イン スタート 8︓26 各 10 組 
  31 卒業証書授与式 ご案内  
         ⺟校中村先生持参（⼯業会関係者） 
  ・ トクヤマ支部多原氏来館 年会費￥200,000  
       100 周年記念基⾦￥64,000 持参された 
2．1 七彩 6 号 28 支部発送 
   4 親睦麻雀大会 河村会⻑含む 26 名  
           徳原理事 有難うございました 
      優勝 中川 睦男氏 C40 
  6 公益・⼀般法人セミナー 満喜（株）  
           ⼭口県教育会館  槌尾専務理事 



  7 関⻄支部⼭本支部⻑より 支部総会 5〜7 ⽉に延期 
  13 トイレ清掃完了 （株）ダスキンせらい 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告   
12．12 企業・地域代表者懇親会 下松⼯業会館 18︓30〜 
      河村会⻑含む 35 名 
   13 ⽕災保険更新 若⼭⽯油 捺印した 
   14  下松市役所支部総会ご案内  
               平成 30 年 1 ⽉ 26 日 18︓15〜 
   15 定時総会  
           講演 ⽟泉講師に正式講演依頼書投函した   
       ・  定時総会 運営委員候補 東ソー支部に就任依頼 
            書を投函した 
   ・ 100 周年編纂に員会開催のご案内投函 
      平成 29 年 12 ⽉ 27 日（水）10︓00〜 ⺟校 
   18 三副会⻑会議 下松⼯業会館 18︓00〜 
   19 組織員会 下松⼯業会館 18︓00〜 
      内⼭副会⻑ 栗⽥理事 中村理事 清水監事 
   21 定時総会運営委員の就任承諾書届く  
              東ソー支部 議⻑ 近藤和彦 C54 
                               司会 問⽥慎太郎 EH04 
   ・ すみれ園芸（1 階テナント）短期契約延⻑ 
                12 ⽉ 21 日〜31 日￥66,000 
   ・ 和裁︓⻑年部屋を使⽤して頂いが、今日で終了 
                  されました。 
   22 定時総会講演演題  
              わが⻘春宝塚 「ずっと美しく生きつづけるために」  
       講師 ⽟泉 瑞穂 先生 
   24 ⺟校吹奏楽演奏会 スターピアくだまつ 13︓00〜 
      蔵⽥理事 槌尾専務理事 
   27 100 周年編纂委員会 ⺟校校⻑室 10︓00〜11︓10 
               河村会⻑・髙橋校⻑含む 10 名 
1．  4 すみれ園芸（1 階テナント）短期契約延⻑ 
              平成 30 年 1 ⽉ 1 日〜1 ⽉ 5 日￥30,000 受領した 
   15 平成 30 年度固定資申告書 提出 下松市役所 
   ・ すみれ園芸玄関の鍵 戻る  
                  使⽤料￥42,000 (1 ⽉ 6 日〜1 ⽉ 12 日完了) 

会務報告   
11.22 定時総会（平成 30 年 5 ⽉ 12 日（⼟）9︓00〜16︓
00） 
     「前日準備平成 30 年 5 ⽉ 11 日（⾦）17︓00〜21︓00」 
      申し込み完了（￥12,130） 
    24 ⺟校文化祭展⽰準備 15︓00〜 
     アフリカの自然（ケニア・タンザニア） 
                        M34 ⿊⽥義則氏 
     水彩画諸風景 M43  松村 伸氏 
    25 ⺟校文化祭 9︓00〜14︓00 
         ⿊⽥義則夫婦 松村伸氏 国弘副会⻑ 藤⽥理事  
         岩村理事 中村先生 槌尾専務理事  
           ご協⼒有難うございました 
  ・ 東京支部総会 東海大学友会館 12︓30〜  
           ⼟⾕支部⻑含む 25 名   河村会⻑ 
  ・ 大島支部総会 お侍茶屋 18︓30〜  
           川端支部⻑含む 9 名   浅⾕副会⻑ 
12．2 剪定作業 （⺟校庭木）8︓30〜 栗⽥委員⻑含む 11 名 
    河村会⻑ 内⼭副会⻑ 国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑  
          栗⽥理事 藤⽥理事 中村理事 三牧理事 蔵⽥理事  
          清水監事 槌尾専務理事 皆様有難うございました 
   6 すみれ園芸（1 階テナント） 短期契約延⻑ 
           12 ⽉ 6 日〜20 日   ￥90,000 受領した 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告   
10.17 野⽥前会⻑来館 2 階踊り場の絵画持ち帰り 
   18 平成 30 年度定時総会 議⻑・司会を東ソー支部に 
           依頼した(検討) 
   ・ 三牧理事に玄関予備キー1 個 裏口キー2 個、 
           手渡した 
   19 すみれ園芸 短期賃貸契約（11 ⽉ 6 日〜11 ⽉ 20 日） 
          ￥90,000 
    水道代は別途清算 玄関と裏口のキーは貸与する 
           （家賃収入時） 
  ・ 和裁、来年は教室を閉じる予定 
  20 文化体育活動助成⾦の申し込、有り(口頭で) 
    ロボット研究部￥20,000 ものづくり部￥5,000 
    吹奏楽部￥70,000 

会務報告   
9．20 1 階のテナントの契約電⼒停⽌ 完了 
  ・ 水道局に相談 1 階の水道バルブを（受水バルブ） 
         停⽌し、2 階の水道管に連結が 考えられるとのご 
         指⽰を頂いた。 
    21 ⽴入検査 下松市消防本部  
              ⻄坂係⻑ ⼭本職員 来館 
        口答注意︓１階テナントの窓側と中央の壁際に 1 メー 
        トル以上の常時吊り下げは消防上適切でない。 
        入口の施錠。 の 2 点ご指⽰あり。 
    25 ゴルフ大会会⻑賞 河村会⻑より受領した 
    26 認定書発布 下松市消防本部 
  ・ ⼭口県高等学校定時制通信制教育振興会の 
           生徒生活体験発表会 ３位 



  ・  弘実元専務理事 ⺟校 100 周年編纂委員会 辞退の 
          申し入れがあった。会⻑には手紙で申出との事。 
  21 ⺟校体育祭 9︓00〜10︓45 プログラム短縮で実施 
     河村会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 蔵⽥理事  
              槌尾専務理事 
  22 さくらクラブ 下松⼯業会館 11︓30〜14︓30  
           福永代表含む 16 名  河村会⻑ 槌尾専務理事 
  24 福岡支部懇談会へ資料 12 名分発送した 
  ・ ⾏事企画委員会 17︓30〜 ⺟校文化祭等 
            国弘副会⻑  藤⽥理事 岩村理事 ⼭本監事  
            槌尾専務理事 
   ・ 髙橋校⻑より連絡 就職決定者 133 名  
           大学進学希望者 10 名 
  25 フリーマーケット整理台作成  
            藤⽥理事 有難うございました 
  ・ 文化体育活動助成⾦の贈呈式  
          平成 29 年 10 ⽉ 27 日(⾦)13︓00〜 河村会⻑に連絡 
  26 ⺟校中村先生より文化体育活動助成⾦の贈呈式の 
         時間変更申し入れあり 
      平成 29 年 10 ⽉ 27 日（⾦）12︓40〜 
   ・ 東洋鋼鈑椎木氏来館 年会費￥80,000  
           100 周年記念基⾦（第 1 回）￥100,000 持参された 
  ・ すみれ園芸来館 家賃代￥90,000 受領した。 
          水道代は実費清算。 玄関と裏口の鍵を貸出した。 
  27 文化体育活動助成⾦贈呈式 ⺟校 12︓40〜 
     ロボット研究部￥20,000 ものづくり部￥5,000 
     吹奏楽部￥70,000 
11. 4 第 7 回フリーマーケット 下松⼯業会館 9︓00〜14︓00 
     商品は 1 階テナント厨房に整理完了した。多数の 
          役員・関係者の⽅,ご協⼒有難うございました。 
  5 岡⼭懇談会「たまの湯」（⽟野市）11︓30 〜  
           藤本代表含む 7 名。 河村会⻑ 
  11 福岡支部懇談会 ホテルステーション⼩倉 12︓00〜  
           槌尾専務理事,  福⽥支部⻑含む 11 名 
  16 中国高等等学校定時制通信制教育振興協会 
         中国大会 セントコア⼭口 (16 日〜17 日)槌尾専務理事 
   17 広島支部総会 平成 29 年 11 ⽉ 17 日（⾦） 
            ひろ⾥ 18:30〜  ⽥中支部⻑含む 11 名   
            新支部⻑   高橋 満 E42  
    新副支部⻑ 磯村 活利 M54 
      河村会⻑ 
   18 剪定作業 ⾬予想で 12 ⽉ 2 日 8︓30〜 延期 
   20 1 階テナント貸出期日延⻑申し入れあり  
           11 ⽉ 21 日〜12 ⽉ 5 日  ￥90,000 受領した 
   ・ 平成 29 年度第 13 回全国若者ものづくり競技大会 
            （広島市 11 ⽉ 18 日） 
     第 3 位 神代 大介 （システム機械 2 年生）  
              ⺟校髙橋校⻑より 

   全国大会２位は事務局の聞き間違えであり、 
         お詫びし訂正します。 
10． 3 ゴルフ大会賞品購入 近畿ツーリスト ￥172,000 
   ・ セントラル硝子 藤野支部⻑訪問が可能になった 
  ・ M58 ⼩松英二氏 下松⼯業会再入会のメール受領した 
  ・ 広報・ホームページ委員会開催 「七彩」６号の基本 
           ⽅針について 
        浅⾕副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 蔵⽥理事  
        ⽯井監事 槌尾専務理事 
   7 第 6 回フリーマーケット 9︓00〜14︓00  
         売上⾦￥12,000 資料 2 
     三牧理事 藤⽥理事 下松支部⻄岡理事  
          ⼥性３名 槌尾専務理事 
  11 第 26 回七彩ゴルフ大会 中須ゴルフ倶楽部  
            8︓26〜  アウト・イン 同時スタート 
              優勝  清水 信夫 氏 E41 
  14 東海支部総会 喜多の湯 11︔00〜  
                ⽯原支部⻑含む 9 名   内⼭副会⻑ 
   ・ 学年幹事交流会 参加者 「0」 中⽌ 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告   
8.  21 ⺟校ものづくり中国大会 優勝 藤井氏 ⻤武氏  
         髙橋校⻑より 

会務報告 
6．22 野球部 OB 会ホームページ更新完了。蔵⽥理事 
    ・ 第 3 回フリーマーケットのチラシ 2000 枚コピー完了 



    23 特定認定書申請書・第２回消防訓練届  
        下松消防本部 
    ・ ⽴入検査 平成 29 年 9 ⽉ 21 日（木）14︓00〜  
        下松消防本部 
  28 ⺟校創⽴ 100 周年編纂委員会開催 
          （⺟校 9︓00〜11︓00） 
  30 東海支部総会のご案内 94 通投函 
     ・ M47 村中⼀雄顧問の理事会ご出席のご案内投函 
9.   2 第 5 回フリーマーケット 9︓00〜14︓00   資料 2 
    三牧理事 藤⽥理事 蔵⽥理事 下松支部⻄岡理事  
            ⼥性３名 
     ご協⼒有難うございました 売上⾦ 15,380 円 
     4 定時総会への祝儀は公開すべきであるのでは、  
          C22 荒⾕実貴男 
     6 ご案内 学年幹事交流会 31 通  
                     さくらクラブ 32 通 投函した 
    12 福岡支部懇談会ご案内 53 通投函した 
    14 七彩ゴルフ大会の組み合わせ表作成  
           藤⽥理事 蔵⽥理事 槌尾専務理事 
    15 下松支部⽉⾒の会 下松⼯業会館 18︓30〜 
           三牧支部⻑含む 20 名 
    16 周南支部総会 サンルート徳⼭ 17︓30〜 
         久野支部⻑含む 24 名 
     新支部⻑ 久野 隆弘 氏 C46 

           した 
   ・ 日⽯ OB 会総会 下松⼯業会館 18︓30 〜  
            濱⾕支部⻑含む 9 名  
    河村会⻑ 槌尾専務理事 コウノトリ写真集３冊完売 
  23 下松支部総会 下松⼯業会館 18︓30 〜  
         三牧支部⻑含む 30 名 
  ・ 下松⼯業会会計基⾦より￥2000000 定期預⾦（1 年） 
  ・ 会報 48 号 3500 部 富⽥印刷より受領した 
  24 熊毛支部総会 勝間ふれあいセンター17︓45〜 
         林支部⻑含む 11 名 
     河村会⻑   コウノトリ写真集２冊販売 
  26 封筒入れ作業 1360 通発送      
         藤⽥理事 ⼭部理事 ⼭本監事 ⽯井監事  
         槌尾専務理事ご協⼒ありがとうございました。 
  27 会報 48 号 14 支部 個人 ⺟校 発送完了した 
     支部（14 支部）690 通 個人 1517 ⺟校 590 通  
         合計 2797 通 
  28 あすか地所来館 １階 テナント  
         ダンスホール⽤として下⾒ 
  29 1 階テナント 空調器指導の爲、動⼒源通電開始した 
7． 1  第 3 回フリーマーケット開催 10︓00〜15︓00 
      三牧理事 内⼭副会⻑ 藤⽥理事 蔵⽥理事  
          ⻄岡理事（下松支部） 
             ご協⼒ありがとうございました。 
  2 光支部総会 松原屋 12︓00〜 林支部⻑含む 30 名   
     河村会⻑  コウノトリ写真集 3 冊完売 
  3 労働保険更新 スターピアくだまつ 
  5 フリーマーケット（第 3 回） 
        会計￥14570 三牧理事受領した 
  ・ ⾏事企画委員会 下松⼯業会館 １16︓30〜 
    1 年間の⾏事等に運営と担当者の確認 
    国弘副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
        中村理事 ⼭本監事 槌尾専務理事 
  6 中途採⽤の連絡あり 東ソー（株） ⺟校永岡先生 
 13 育英奨学⾦・文化活動助成⾦ 贈呈式 ⺟校 
    育英奨学⾦ 全日制６名  ￥360000 
        文化体育活動助成⾦ 写真部 ものづくり部  
        旋盤作業 溶接技  ￥15000 
   ・ 東部防災来館 消防設備等（特殊消防⽤設備等） 
        点検 非常⽤電灯 ２階、３階各１個更新した 
 14 新旧校⻑歓送迎会 下松⼯業会館 18︓30〜  
        村会⻑含む 23 名 
  18 育英奨学⾦ 定時制 贈呈式  
       下松⼯業会館 16︓００〜 
     髙橋校⻑ ⽟野教頭 瀬畑氏来館 
     育英奨学⾦ 定時制 3 名 ￥180000 
  ・ 中途採⽤の連絡あり アサヒ⼯業（株） ⺟校永岡先生 
 21 日⽴笠⼾ビアーパーティー 笠⼾ハイツ 18︓30〜 
    内⼭支部⻑含む 20 名    槌尾専務理事 
  ・ 藤⽥理事来館 駐⾞場等 除草剤再散布 
           有難うございました。 
8. 1 バナー広告 結婚の絆 ホームページ更新  



        ⽯井監事 （有難うございました） 
  ・ ⺟校 100 周年編纂委員会開催ご案内投函  
          平成 29 年 8 ⽉ 29 日 9︓00〜 
  3 ⺟校伊賀先生来館 学校新聞３００部持参 
  5 フリーマーケット 10︓00〜15︓00 三牧理事  
        資料２ 
  9 組織委員会の開催 平成 29 年 8 ⽉ 19 日 17︓00〜  
        内⼭副会⻑ 委員 7 名 清水委員欠席 
 10 ものづくり全国大会 準優勝  
        神代 大介 システム機械２年生 
      ⺟校髙橋校⻑より連絡あり 
   県知事表敬報告 平成 29 年 8 ⽉ 18 日（⾦）10︓00〜 
   下松市⻑表敬報告 平成 29 年 8 ⽉ 24 日（木）13︓00〜 
 18 防府支部総会 割烹「中⾕」18︓00〜  
        伊藤副支部⻑含む 8 名  河村会⻑ 
  ・ 東海支部総会 9 ⽉末ごろの予定の連絡があり、  
       棚⽥副支部⻑。 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

    (第４回理事会は中⽌） 会務報告   
5.29 野村証券徳⼭支店解約依頼したら、代表者の連絡が 
          必要 河村会⻑に連絡 
  31 河村会⻑より解約申し込み完了。 
          6 ⽉ 6 日午後から使⽤可能。 
6. 1 消防計画作成（更新）届出、消防訓練実施計画届出書  
         下松消防本部 提出 
   3 第 2 回フリーマーケット開催 10︓00〜15︓00 資料 3 
   5 広報・ホームページ委員会 9︓30〜 
         更新ホームページ補修の為 
     蔵⽥理事 ⽯井監事 槌尾専務理事 
          5 日から 9 日まで⽯井監事来館 
  7 電子申請 公益目的支出計画実施報告書 提出 
  8 水道水も漏れ、判明（水道局より） 
  9 野球部後援会総会 下松⼯業会館 3F 18︓30〜 
    河村会⻑ 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
  ・  水道水漏れ 対応（新ホーム岸本氏来館） 
        １階トイレの給水タンクバルブ破損 即日修理完了 
 13 公益目的支出計画実施報告書の補正、修正メール 
    即日修正し再送した 
 14 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 9︓00〜 
    会報 48 号ゲラ検分、更新ホームページの検討、 
     藤⽥理事 ⼭部理事 蔵⽥理事 ⽯井監事  
           槌尾専務理事 
   16 野球部 OB 会総 下松⼯業会館 3F 18︓30〜 
         ⼭根会⻑含む 20 名  槌尾専務理事 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告   
４．１９ １階のテナント電気、水復旧。 
    ２０ 七彩 5 号 29 支部に発送完了。 
    ・   広報ホームページ委員会 定時総会展⽰⽤写真作成。 
          ⼭部理事 蔵⽥理事 ⽯井監事 槌尾専務理事 
   ２４ 第１回フリーマーケット収益⾦￥16600 
          三牧理事より受領した。 

会務報告   
３．２２ 定時総会の総会案内状(個人会員)下松市内 444 通 
           県内 859 通 県外 292 通 合計 1631 通発送した 
  ２４ 定時総会の総会案内状企業支部宅配 
             （日⽴・トクヤマ・東ソー・日進） 
     封書(出光・富⼠高圧・下松市役所・協和発酵 
          ・岐⼭化⼯機・東洋鋼鈑・日進・日本ゼオン） 



      内⼭副会⻑ 浅⾕副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事  
           三牧理事 下松支部 ⻄岡理事 白井監事 
     出品者 河村会⻑ 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
    ２５ 広報・ホームページ委員会定時総会展⽰⽤写真 
          作成。 
       ⼭部理事 蔵⽥理事 ⽯井監事 
    ・  運転資⾦として 100 周年記念基⾦から 60 万円 
         ⼀般会計へ借入 
    ・  ⺟校髙橋校⻑より依頼 定時制⽟野教頭の 
          職場体験で東洋鋼鈑に打診 
   ２６ 定時総会準備委員会のご案内 18 名に発送。 
   ２７ 防⽕対象物定期点検報告制度の特例認定申請  
        下松消防本部 ⻄坂係⻑に⾯談。 
   消防計画書 自主消防訓練申請書 防⽕対象物定期 
         点検特例認定申請書  誘導灯の更新(2 か所) 
    ・ 東燃化学支部は解散。藤井和良支部⻑より 
５． ９ 定時総会料理価格交渉 升吉 河野社⻑ 
     110 名×2000 円+40,000 むすび(箸等) 
          フルーツ盛り合わせ 
      蔵⽥理事 槌尾専務理事 
   １０ 下松消防本部  
         ⼭本予防会⻑補佐 ⻄坂広報指導係⻑ ⾯談。 
    ・ テナント(事務所)㈲不動産管理吉木社⻑来館 
        (株)イノウエ 不調。 
  １２ トクヤマ支部総会 健保会館 18:00〜 
     ⽯川支部⻑含む３９名  河村会⻑ 
  １６ 広報・ホームページ委員会 定時総会展⽰写真 
           藤⽥理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
  １６ 藤井克己先生より電話急遽体調不良により、講演の 
         対応出来ない申し出あり 
   河村会⻑に講演を依頼したら、検討する快諾を得た。 
  ・ 総会準備委員会 下松⼯業会館 18:30〜  
     内⼭副会⻑を含む 16 名   
          河村会⻑に会としてお願いする結論が出た。 
     前夜祭中⽌。 
  １７ 講師 河村正浩先生  
          演題 「俳句セラピー ひらめきと俳句で元気溌剌」 
                 頭の活性化 
  １９ 高等学校定時制通信制振興会理事会 
         ⼭口高校 15:00〜   槌尾専務理事 
  ２０ 定時総会 きらぼし館 12:20〜17:20 
          河村会⻑含む 116 名（来賓 10 名を含む） 
  ２１ 北⽃町清掃に参加 （9:00〜10:00） 
          ご参加有難うございました。 
    河村会⻑ 三牧理事 ⽯井監事  
        下松支部⻄岡理事  槌尾専務理事 

           １２支部  
      本部 支部役員 歴代校⻑ 85 通発送した 
  ・ トクヤマ支部 総会 
          期日平成 29 年 5 ⽉ 12 日 18:00〜連絡あり 
     本部・⺟校 出席予定者の氏名連絡の依頼あり 
     日新製鋼支部 日⽴笠⼾支部 出光支部等に発送 
    ２５ 下松支部花⾒の会 下松⼯業会館 18:30〜  
          三牧支部⻑含む 17 名      
    ２７ 広報・ホームページ委員会 18:30〜 浅⾕副会⻑  
          徳原理事 藤⽥理事 ⼭部理事 蔵⽥理事  
          ⽯井監事 槌尾専務理事 
      ①会報４８号 従来通り ⺟校はテニス 
     ②七彩６号 パソコン内にフォルダー作製し  
             資料を入⼒する 
       歌会始の佳作者・竹籠バック 
     ③ホームページ自⾝の更新 
       橋本氏の更新の資料を推進する 定時総会後に 
             切り替える ４⽉中に実施の予定 
     ④定時総会展⽰⽤写真の作製  
              4 ⽉ 10 日から実施する 
     ⑤NPO 法人べんけい号愛する会のリンク変更は 
             バナー広告への掲載と年間使⽤料 
              ￥12000 の費⽤が必要 
          (下松市の物に下松⼯業会が手を出すことはできない) 
             チラシ・会員募集は全⾯的に賛成できない 
   ２９ 定時総会学年幹事 
           (新入会会員の挨拶依頼を東洋鋼鈑支部に発送した) 
   ・  定時総会の来賓 國井下松市⻑ 浅本下松市議会 
          議⻑に発送した 
   ３０ 転任挨拶 ⺟校定時制教頭 矢原氏来館 
   ・  退任挨拶 ⺟校上⽥晃久校⻑来館 
          新旧校⻑歓迎会は,７⽉の予定 
   ・  光支部事務局⻑来館支部間交流会から 
          運営基⾦へ寄付 ￥11,183 
   ・  定時総会の書記への就任依頼文  
          周南支部久野監事に発送した 
   ・  歴代校⻑ 定時総会案内状 第 22 代校⻑  
         上⽥晃久氏に発送した 
   ３１ 定時総会⽤のオードブル試⾷会  
          下松⼯業会館 18:00〜 
     国弘⾏事企画委員⻑含む 9 名 ⾷べ残しの物は 
          削減検討する、全体的には承認された 
４． ３ ⺟校新校⻑髙橋等校⻑来館 着任挨拶 新旧校⻑ 
           歓送迎会,７⽉の予定をお願いした 
    ４ ⺟校へ定時総会ご案内状 髙橋校⻑含む 29 通を 
          中村教務主任にお願いした 
   ・  ⼭口県教委教育⻑賞 受章 井上 賢治 氏 C33 
   ６ ⺟校定時制教頭⽟野智己氏来館 着任挨拶  
          蔵⽥理事同席 
   ・ 沖⽥野球部部⻑ ⽥村野球部監督来館  
         野球部後援会の寄付お願い文と振込⽤紙を 
         持参された(9000 部) 



   ・ 河村会⻑来館 新着任教諭⽤ リボンを持参された 
     定時総会開催のお願いを K ビジョン収録  
             平 29９年 4 ⽉ 19 日 
   ・ 三牧理事よりフリーマーケット開催日、 
          4 ⽉ 22 日(⼟) 
          実施電気・水道復帰する 
   ・ ⺟校中村教務主任来館学校新聞５００通持参された 
   ７ 平成２８年度会計監査 下松⼯業会館 13:00〜 
     ⼭本監事 ⽯井監事 清水監事 監査の結果  
         報告書に証明捺印 を頂いた 
     ・ 総会のご案内 東洋鋼鈑支部 下松市役所支部  
         東ソー支部 歴代校⻑ 10 名  
         役員含む支部役員 77 名に発送 
   １０ 危険業務従事者叙勲 
     瑞宝双光章 消防功労 原⽥ ⼀ C42  
            毎日新聞 4 ⽉ 7 日掲載 
 １２  会報「七彩」個人会員(会費納入者)１５７４通発送 
     河村会⻑ ⼭部理事 蔵⽥理事 ⼭本監事  
         槌尾専務理事 
          ご協⼒誠に有難うございました 
 １４ 駐⾞場の除草剤散布 藤⽥理事  
          誠に、ありがとうございました 
  ・ 七彩５号封筒入れ 高村幸江氏 蔵⽥理事  
          御礼申し上げます 
 １５ 会報「七彩」個人会員(会費未納者)7215 通発送 
   C34 高村幸江氏 C46 福永知佐子氏 内⼭副会⻑  
          国弘副会⻑ 栗⽥理事 徳原理事 藤⽥理事  
          ⼭部理事 ⼭本監事⽯井監事 清水監事  
          槌尾専務理事  
            ご協⼒誠に有難うございました 
 １７ 下松消防本部予防課 ⻄⼭氏来館  
     防⽕対象物定期点検報告制度の特例認定申請の 
          通知書を持参された 
  ・ ⼀階テナント⽤の部屋通電開始(中国電⼒)  
         蛍光灯設置(⼭県電気) 

 

 

平成２８年年度（2016 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告 
２．２５ 柳井支部総会ベルゼ１８︓３０〜 

藤沢支部⻑含む２８名  浅⾕副会⻑ 
皇居「歌会始の儀」佳作者 吉国 建 氏 C３５ 
日本⼯芸展入選 「竹籠バック」ケネデー大使へ贈呈。 
安原 勝實 氏 M３５ 

２７ ⺟校堀井先生来館 
中国地区柔道大会引き受けで、協賛⾦の依頼 

     ・ 期末残高証明、時価評価額の件 
大和証券、野村証券に依頼した。 

２８ 入会式（⺟校）９︓００〜新入会者１５８名 
河村会⻑ 栗⽥理事 藤⽥理事 中村理事 槌尾専務理事 
・ 学年幹事昼⾷歓迎会 １３︓００〜下松⼯業会館 

３F 和室 

会務報告   
１．１８ 親睦ボウリング大会ご案内 ⺟校 教職員・PTA 役員へ 
       ・ 新制度 テーマコミニティ・スクール委員会 運営委員 
         副会⻑ 国弘 成文氏 C４２ ⺟校報告完了 
         ・  固定資産申告書 下松市役所 
    ２０  下松市役所支部総会下松⼯業会館 １８︓１５〜  
           神代支部⻑含む７名 
        新支部⻑ 明⽯ 吾郎 氏 M５８  
           内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
   ２１ 岩国支部総会 開花亭 １８︓３０〜 沖本支部⻑含む

２１名  河村会⻑ 
    ２３  NTT ⻄日本フレッツ光ネクストへ更新 
           （フレッツプレミアサービス終了為） 
       ・ 関⻄支部懇談会 ご案内  



上⽥校⻑  MH２９⻑弘⼀輝  MH２９久⾏涼大 
        SH２９⽯津 晶   SH２９尾野大⽃  IH２９平木 誠 

IH２９広実涼太郎   CH２９兼重秀⼀郎  
CH２９堀本正司 

河村会⻑ 栗⽥理事 藤⽥理事 中村理事 三牧理事蔵⽥
理事 槌尾専務理事 

３． １ 卒業証書授与式(⺟校)１０︓００〜 河村会⻑  
槌尾専務理事 

育英奨学⾦受章者 CH 兼重秀⼀郎氏の親御さんより
御礼の挨拶あり。 

７ 親睦ボウリング大会 河村会⻑含む４４名 
           優勝 清水 和夫 氏 C４５ 
   ・ 支部間交流会への参加者名簿を光支部へ 
 １１ 関⻄支部懇談会 メルパルク大阪 １２︓３０〜  
               ⼭本支部⻑含む１６名 
        蔵⽥理事 槌尾専務理事 
 １８ 支部間交流会 ⼀ノ俣温泉 下松⼯業会集合９︓１５ 
        支部間代表林光支部⻑含む２２名 
 ２１ 野⽥前会⻑来館 事務所正⾯の川口先生の絵画持ち帰り 
              （野⽥氏所有） 
 

⺟校上⽥校⻑ ⼟⾕東京支部⻑ 会員７８通 投函 
    ２５  PTA 評議会 ⺟校会議室 １４︓００〜  
          河村会⻑ 槌尾専務理事 
         卒業証書授与式へのご案内 河村会⻑ 内⼭副会⻑ 
          国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 受領 
      ・支部間交流会へのご案内 周南支部 熊毛支部 
          日⽯ OB 支部 キリン支部下松支部 柳井支部 

 大島支部 岩国支部 防府支部 光支部 投函 
  ３１  駐⾞場代２⽉分地主橋本秀喜氏支払￥５０,０００ 
       ・七彩５号１２,０００部 封筒（のりつけ）３,０００部 

普通３,０００部受領 
２．１ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）点検 

東部防災指導  
        ２階、３階 誘導灯の充電機能不可（新設備へ） 
     ・柳井支部総会ご案内 原⽥事務局⻑ 来館 
      平成２９年２⽉２５日ベルゼ １８︓３０〜 
   ２  ⺟校中村先生来館 

七彩５号５８０部同窓会会⻑賞５個 持ち帰り 
柳井支部総会 上⽥校⻑へのご案内を手渡す 

        ・⽯津税理⼠先生来館 
  ５  親睦麻雀大会 下松⼯業会館 

 １０︓００〜１５︓００ 
      優勝 吉水 龍志 氏 C４６  河村会⻑含む３０名 
  ６  記念品（円筒）１５９名分 ⺟校へ 
 １６ 平成２８年度学年幹事（定時制該当者なし） 
     MH２９⻑弘⼀輝 MH２９久⾏ 涼太 SH ⽯津  昌 
      SH 尾野 大⽃ IH２９平木  誠 IH２９広実涼太郎 
      CH 兼重秀⼀郎 CH２９堀本 正司 
 １７ 平成２８年度３⽉卒業生 入会⾦ 年会費 受領 
     全日制 入会⾦￥７７０,０００（１５４名）   
            年会費￥１５４,０００（１５４名） 
     定時制 ２⽉末日の予定（４名） 
 ２１ 入会のしおり ⺟校 １７８通  

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告   
１２． ９  企業・地域代表者懇親会 下松⼯業会館  
               １８︓３０〜 
             河村会⻑含む３３名（Ｃ３４藤⽥圭子氏出席） 
     １２  下松市役所支部 井内氏来館 総会ご案内と年会 
             費を持参された。  年会費￥２４,０００を受領した。 
   １４  ⽕災保険更新 テナント不在で、保険⾦￥２７,３１０ 
     ２８  １００周年記念誌編纂委員会 校⻑室 １１︓００〜 
       上⽥校⻑ 大⽥教頭 中村教諭 沖⽥教諭  
               河村会⻑ 村中元校⻑ 早川前副会⻑  
               弘実元専務理事   事務局 槌尾博之 
 １．１０  ⽥中秀夫先生（Ｍ３３） ⺟校講演 
                「我が人生とマジック」 ９︓５０〜 
       国弘副会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
   １４  第８回定期演奏会（⺟校吹奏楽部） 
               スターピアくだまつ  １３︓３０〜 

会務報告   
１１．１５ 駐⾞場協⼒⾦ 
              ＊ ３ヶ⽉分（￥３０００） 
     河村会⻑、 国弘副会⻑、浅⾕副会⻑、中津井理事 
     ⽯井監事、 清水監事、槌尾専務理事 
              ＊ ２ヶ⽉分（￥２０００）  
     内⼭副会⻑、徳原理事、藤⽥理事、岩村理事 
          中村理事、⼭部理事、蔵⽥理事、⼭本監事 
   １６ テナント家賃額改定￥１５００００/⽉（駐⾞場含む） 
     朋友商事（株）、あすか地所（株）、㈲不動産管理、 
             ㈲下松不動産      （ 連絡完了） 
      １７ 岡⼭懇親会 アパホテル（倉敷駅前）１１︓３０〜 
       ⽥中世話人を含む６名 
                国弘副会⻑ 槌尾専務理事 
      １８ 広島支部総会 ひろ⾥ １８︓３０〜 
             ⽥中支部⻑含む９名    河村会⻑ 
    ・ 年末調整説明会 スターピアくだまつ １０︓３０〜 
      ２０ 剪定作業 ⺟校校庭 ９︓００〜 



     栗⽥委員⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 中津理事  
          大木氏 濵⾕氏 槌尾専務理事 
     藤村事務⻑ 藤井教諭 倉重主事  
      ２１ 広報・ホームページ委員会  
              下松⼯業会館１７︓００〜 
     浅⾕委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⼭部理事  
          蔵⽥理事 ⽯井監事 槌尾専務理事 
      ２６ 東京支部総会 東海大学交友会館（霞が関ビル） 
               １２︓３０〜 
             ⼟⾕支部⻑含む２２名  内⼭副会⻑ 
   ３０ 駐⾞場協⼒⾦ 
       蔵⽥理事 １２⽉分 ￥１０００ 
１２． ３ 大島支部総会 お侍茶屋 １８︓３０〜  
              川端支部⻑含む８名    浅⾕副会⻑ 
    ７ ⽕災保険更新手続き 若⼭⽯油（株） 
    ８ 採⽤企業の推薦 （⺟校永岡教諭） 
       セコム（株）徳⼭支社 中途採⽤の依頼あり 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 
会務報告   
１０．１８ キリンビール支部 １００周年記念基⾦ 
              ￥１００００ 受領 
   １９ ⺟校 DVD ⺟校上⽥校⻑より受領 
              （福岡・岡⼭⽤、発送）    
   ２０ 福岡懇談会、岡⼭懇親会、広島支部総会⾏の切符 
              手配完了 
   ２１ C２９水井貴⼠氏 内閣国務大臣表彰 受章 
   ２６ 無断駐⾞罰⾦￥５０００受領した。 
               ダスキンせらい 来館で 
    ・ 基本財産取り崩しの条文について、指導をいただ 
             いた。新たに３４条として、設定。 県学事文書課  
   ２７ 部屋使⽤ 和裁 使⽤回数２回/⽉に変更申込み 
             あり 
   ２８ 企業・地域代表者懇親会 本部役員 企業・地域 
              役員 ５６名 ⺟校１４名（⺟校へ持参）前・元職４
名  
              投函 
   ２９ さくらクラブ開催 下松⼯業会館 １１︓３０〜 
            新代表    福永知佐子氏 C４２  含む１２名 
            新副代表 ⽥村富美子氏 C４４ 河村明美氏 C４５ 
            幹  事     永瀬幸子氏 C３３  高村幸江氏 C３４  
                         藤⽥圭子氏 C３４   舞⽥理恵氏 E５２  
                             広実みち代氏 C５４ 
                河村会⻑ 槌尾専務理事 
  ３０ 駐⾞場代￥５００００ 支払（１１⽉分）橋本秀喜氏 
１１． ５ 福岡支部懇談会 ステーションホテル⼩倉１２︓００〜 
              福⽥支部⻑含む１４名 
        浅⾕副会⻑ 槌尾専務理事 
    ７ 広報・ホームページ委員会 １３︓３０〜  
                浅⾕副会⻑ ⼭部理事 槌尾専務理事 

会務報告   
９．２１ ムームードメインの使⽤料の更新（手続き） 
      ボリューム（D）専務理事専⽤パソコンに保存 
           （更新ご案内） 
      期間２０１６/１２/１６〜２０２１/１２/１５ ￥７,
９９２ 
      ロリポップのパスワードの更新 ６２ｊ２ｒｗ → 
              kudakokai777 に変更した。ムームドメイドと 
             ロリポップのホームページビルダーのパスワードを 
             統⼀した。 ⽯井監事 槌尾専務理事 
  ２６ 藤⽥弁護⼠⾯談 指定正味財産の取り崩しは定時 
           総会での事後承認はあり得ない。  
           銀⾏借り入れは理事会の決議で可能。 
   ・  ソリッゾ原状回復の作業開始 
       ソリッゾ原⽥社⻑ 原状回復ついて意⾒交換 
  ２７ 岐⼭化⼯機支部⺟校１００周年基⾦、第１回積⽴ 
          ￥２００００を持参された。 
      ・ 文化体育活動助成⾦の贈呈式 
             （⺟校校⻑室） １３︓００〜 
      第７１回国⺠体育大会 ハンドボール大会 
           ⼭口選抜（２名）￥１０,０００ 
      第７１回国⺠体育大会 弓道競技 （１名）￥５,０００ 
      平成２８年度高校生ものづくりコンテスト 
           旋盤部門（１名）￥５,０００ 
      第８回定期演奏会（⺟校吹奏楽部）￥７０,０００ 
                河村会⻑ 槌尾専務理事 
   ・ 下松⽼匠位  兼弘 冨⼠⺒氏 C２６ 
  ２８ 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館１８︓００〜 
           七彩 ５号の 掲載記事の担当分担の決定 
           浅⾕委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
           三牧理事 ⼭部理事 蔵⽥理事 ⽯井監事  
           槌尾専務理事 
      ・ C４０⼩林孝二氏来館 自費出版エッセ「春夏秋冬」 
           謹呈  １冊 、  運営基⾦ ￥１００００を受領した。 



  ３０ 駐⾞場代（１０⽉分） ￥５０,０００ 
                      （領収書受領橋本秀喜） 
１０．２ 駐⾞場の草刈及び整備作業 
      国弘副会⻑ 浅⾕副会⻑ 栗⽥理事 三牧理事  
            ⼭部理事 蔵⽥理事 ⼭本監事 清水幹事  
            槌尾専務理事 
                  ご協⼒有難うございました。 
１０．３ 資⾦返納 ソリッゾ ￥４６２,９００ 銀⾏振込完了 
   ・  テナント下⾒の連絡をした  
                朋友・あすか地所・下松不動産 
   ４ 岐⼭化⼯機支部第２回 １００周年基⾦ 
                ￥２０,０００を持参 
   ・ 光支部平成２８年度年会費￥６１,０００ 持参 
   ・ 学年幹事交流会は参加者無で 中⽌  
  １２ 第２５回七彩ゴルフ大会 中須ゴルフ倶楽部  
            ８︓２６ アウト・イン同時スタート 
      優勝 内⼭ 能成 氏 Ｅ４８  競技参加者 ９０名 
  １５ ⺟校体育大会 ⺟校グランド ９︓００〜 
      内⼭副会⻑ 藤⽥理事 蔵⽥理事 槌尾専務理事 
  １６ 駐⾞場 入口部外者使⽤禁⽌の垣根設置  
      藤⽥理事 施⼯ 誠に有難うございました。 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 
会務報告 
 ８．２３ 朋友商事（株）訪問 原状回復、概略の意⾒交換 
     ・ あすか地所来館 原状回復、概略の意⾒交換 
     ・ ソリッゾ原⽥社⻑ 原状回復ついて意⾒交換 
    ・ 藤井克己先生（平成２９年度定時総会講師）講演の 
             演題の依頼文発送 
       ２５ ⺟校１００周年編纂委員会第１回会議開催 
                （⺟校校⻑室） 
     大筋で８０周年史をベースに８０~１００年を追加編集 
           （８０周年史の１．５倍程度） 上⽥校⻑ 大⽥教頭  
                 中村教諭 沖⽥教諭河村会⻑ 村中前校⻑ 
                早川元副会⻑ 弘実元専務理事 槌尾専務理事 
       ・ ソリッゾ原⽥社⻑来館 原状回復で再度意⾒交換 
   ２６ 防府支部総会 割烹「中⾕」１８︓００〜  
                宮川支部⻑含む１２名   河村会⻑ 三牧理事 
          ・ C４０⼩林孝二氏来館 自費出版エッセ「春夏秋冬」 
                謹呈 １冊  運営基⾦ ￥１００００受領した。 
   ２９ 朋友商事（株）訪問 原状回復について意⾒交換。 
     ・ セントラル硝子支部藤野支部⻑ 当⾯はセントラル 
              硝子が中心で拡大したい。年１回の懇親会を計画 
              している。 
    ２９  駐⾞場継続について 代理人⼭根⼀⼠氏⾯談  
            １０⽉から継続了承。 
   ３０  下松不動産来館 原状回復、概略の意⾒交換 
   ３１ 学年幹事交流会のご案内 ５４通投函 
   ９．７ ⼭口県総務部学事文書課学事宗務班公益グループ 
            訪問 
        主査 河野昭信 主事 木佐⾕ 渉  
           指定正味財産等の取り崩しの対応について  
                槌尾専務理事 

会務報告 
 ７．２１ 新企業支部設⽴  岐⼭化⼯機支部  
                 支部⻑藤野鉄平（EH09）含む２３名 
       M４３松村伸氏 年会費￥２２０００ 
                 （松村氏は個人で納入済み）持参された。 
   ７．２２ 日新製鋼周南支部 幹事会 岐⼭倶楽部  
                  １８︓３０〜  ⼭本支部⻑含む１３名 
                      河村会⻑ 槌尾専務理事 
    ２７ バナー広告 平成２９年、辞退 野⽥建設（株） 
                申し出あり 
    ２８ ソリッゾ原⽥社⻑来館 平成２８年９⽉末日で 
               営業中⽌（移転）申し出あり 
    ２９ 下松支部役員会 下松⼯業会館１８︓００〜  
               三牧支部⻑含む４名 
 ８． １ C３４クラス会佐藤幹事来館 ３９通の投函依頼あり 
     ２ 下松支部⽉⾒の会５８通投函 
     ３ 第２５回七彩ゴルフ大会のご案内  
                企業支部２０支部 個人１４３通 
         C３９、１２名分（ご案内文のみ） 投函 
     ・ さくらクラブ藤本代表 体調不良の為代表を辞退 
               の申しであり 
     ４ JX エネルギー（株）麻⾥布支部（社名変更） 
        新支部⻑ 仲子 博志（EH０５） 
     ８ M４２重岡敬之氏（国際貿易社⻑）訪問  
              槌尾専務理事 
     ９ C３８⼭本⼀夫氏 宇部⼩野⽥地区の地域支部の 
                件はセントラル硝子支部を中心とする再活性をし 
                たいとの依頼あり 
    １７ 顧問就任依頼書 ２２名 投函 



    ８ 文化体育活動助成⾦申請書受理 国⺠体育大会出場 
             ハンドボール部 弓道部 ものづくりコンテスト 出場  
   １３ 福岡支部（懇談会）ご案内 ５７名 投函 
  １４ 文化体育活動助成⾦申請書受理 第８回定期演奏会 
             （吹奏楽部） 
   ９．１４ 開校記念・下⼯５０年のあゆみ・れんげ原の群像を 
             ⺟校より借⽤。 
        ⺟校中村先生持参された（借⽤書作成） 
   １５ ⾏事企画委員会 下松⼯業会館 １０︓００〜 
        国弘委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
                蔵⽥理事 三牧理事 槌尾専務理事 
     主要⾏事の担当者の決定、ゴルフの組み合わせの決定 
     ・ 下松支部 ⽉⾒の会 下松⼯業会館 １８︓００〜  
                三牧支部⻑含む２４名 
     ・ さくらクラブ交流会ご案内 ４０通投函 
   １７ 周南支部総会 ザ・グラマシー １７︓３０〜  
               ⼭本支部⻑含む３１名     河村会⻑ 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 
会務報告 
   槌尾専務理事より定例理事会資料より、報告の説明が 
      ⾏われた。  
  （説明内容）槌尾専務理事より日⽯ OB 会役員変更 
   新支部⻑ 濱⾕ 和昌 氏（C３６） 
   下松⼯業会館 自衛消防訓練実施の報告 
 （質疑応答）なし 
 ２.連絡事項 
   槌尾専務理事より連絡事項について報告が⾏われた。 
 （説明内容） 
   防府支部総会 平成２８年８⽉２６日（⾦）割烹「中⾕」 

１８︓００〜  河村会⻑ 三牧理事 
 （質疑応答）なし 
   次回 定例理事会に日程変更（平成２８年８⽉ 2１日を 
      下記に変更） 
    平成２８年８⽉２２日（⽉）１８︓００〜 
  （結  論）以上、報告について承認を求めたところ、全員 
      異議なく承認された。 
   以上を持って、すべての議案の審議を終了したので、 
      １８時５０分、議⻑は閉会を宣⾔し、解散した。 

 会務報告 
  ５．２４ 定時総会の御礼文発送 下松市⻑含む１０名。 
       定時総会の御礼文発送 上⽥校⻑含む５名 
      ・ 感謝状発送 宮本照夫氏 
    ２６ 定時総会資料を１８支部発送。 
    ２７ 学事文書課学事宗務グループ木佐⾕氏 
         公益目的支出計画実施報告書 FAX。 
    ２８ 下松べんけい号愛する会総会 会⻑代理で出席  
                 槌尾専務理事 
        ３０ 決算報告 国・県・市 申告書提出 ⽯津税理⼠ 
           ・ 学事文書課学事宗務グループ木佐⾕氏 
       公益目的支出計画実施報告書の記載の中誤記の 
              連絡あり修正して FAX. 
        ３１ 県・市の納税完了。 
  ６． １ 会報４７号の原稿を富⽥印刷へ部分発信した。 
     ２ 役員登記⽤議事録・代表理事選任議事録 関係 
              役員に押印で来館をお願いした。 
     ３ 蔵⽥理事来館 事務局の流れと実務を説明。 
          ３ 平成２９年定時総会の日程で、会場確認の為 
              きらぼし館を訪問 
        平成２９年５⽉２１日は年間契約者で予約不可。 
      ・ 公益目的支出計画実施報告書 送信完了。 
      ・ 東洋鋼鈑支部総会 健保会館 １８︓００〜  
               井上支部⻑含む３４名内⼭副会⻑ ⼭部理事 
     ７ 今川司法書⼠来館 役員登記⽤資料・代表理事の 
              登記⽤資料手渡した。 
       ・  富⽥印刷⼭本社来館、会報４７号ゲラを 
                 持参された。 
    １０ 野球部後援会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
        野⽥課⻑含む２２名  
        河村会⻑ 藤⽥理事 岩村理事 三牧理事 
               槌尾専務理事 
    １５ ⼯業会館の給水メーターの北側より水漏れ、 
              水道局が掘り返しは負担、給水メーター⽤の 



              バルブ 2 個を更新した。￥２８,０８０負担。 
    １６ 広報・ホームページ委員会 １８︓００〜 
       浅⾕副委員⻑ 藤⽥理事 ⼭部理事 蔵⽥理事  
              槌尾専務理事 
    １７ 下松支部総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
       植中支部⻑含む３２名 
        新支部⻑ 三牧 義明 （M４１） 
                新副支部⻑ ⼭本 泉 （C４７） 
         新理事 ⻄岡 潤 （M４５） 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 
会務報告   
 ４．１９ 新着任教諭の歓迎会のご案内 ５７名 に発送。 
      ２１ 定時総会での感謝状贈呈 荒⾕氏、弘実氏、 
            宮本氏 連絡書投函。 
   ２２ 文科大臣表彰（創意⼯夫功労者） 
      温品 法明 氏（EH１０）日新製鋼支部 ４５歳 
       「機械式脱硫におけるインペラ寿命の改善」 
    ・ 日⽴笠⼾支部総会 下松⼯業会館１８︓３０〜 

   会議室 懇親会中⽌（本部出席中⽌） 
      ２５ 広報・ホームページ委員会 
       藤⽥理事 ⽯井理事 槌尾専務理事 
      ２６ 定時総会 国井下松市⻑あての総会ご案内状を 
            秘書課に提出。 
     ２７ 会報４７号 原稿依頼 ⺟校上⽥校⻑ 太⽥教頭  
            矢原定時制教頭 福江主任（剣道） 
       河村会⻑ 学年幹事 泉⾕氏 為国氏 濵⽥氏  
           弘中氏末⽥氏 半⽥氏 中村氏 ⼭本氏 梅⽥氏  
           宮本氏 投函。 
 ５．９  広報・ホームページ委員会 徳原理事 藤⽥理事  
          ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
         ・ ⾏事企画委員会 内⼭副会⻑ 徳原理事  
            藤⽥理事 岩村理事 中村理事 槌尾専務理事 
  １１  新着任教諭の歓迎会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
        河村会⻑を含む３９名 
  １３  トクヤマ支部総会 健保会館 １８︓００〜 
      森藤支部⻑含む１８名  河村会⻑ 槌尾専務理事 
      新役員 会⻑ ⽯川正利氏Ｍ５５ 副会⻑ ⽟木芳美氏 
           Ｍ５６幹事 河村浩二氏ＭＨ０３ 会計 多原秀人氏 
           ＳＨ０９ 
  １４  講師⽥中先生きらぼし館下⾒ ９︓３０〜 
     ⽥中先生 広実さん、氷室さん 槌尾専務理事 
  １５  北⽃町清掃に参加（９︓００〜１０︓００） 
      植中下松支部⻑ 三牧理事 藤⽥理事 槌尾専務理事 
      ご参加有難うございました。 
  １６ 広報・ホームページ委員会  
          藤⽥理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
          定時総会展⽰写真、会報４７号の掲載内容の基本⽅針 
          について 
  １７  総会準備委員会 下松⼯業会館 １８︓３０〜  
      河村会⻑を含む１５名 
  ２１  定時総会 きらぼし館 １２︓２０〜１７︓３０ 
      河村会⻑含む１２４名（来賓９名を含む） 

会務報告   
 ３．１５ ⺟校就職指導永岡教諭 中途採⽤  
             旭酒造（株）連絡あり 
   １６ 今川司法書⼠に確認、会⻑交代の印鑑証明と 
             県への申請（電子申請）新役員については住⺠票、 
             就任承諾書 
   １８ 総会ご案内 会員 １５３４名 発送 
      日新製鋼支部 日⽴笠⼾支部 出光支部等に発送 
      １９ 関⻄支部懇談会 ホテルメルパルク大阪１５︓００〜 
       ⼭本支部⻑含む１６名   内⼭副会⻑ 藤⽥理事  
            槌尾専務理事 
      ２２ 総会のご案内 東洋鋼鈑支部 下松市役所支部  
            東ソー支部 
      歴代校⻑ １０名 役員含む支部役員７７名に発送 
       ・ ⾏事企画委員会（定時総会打ち合わせ１８︓００〜 
        内⼭副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 中村理事  
            ⼭本監事 槌尾専務理事 
   ２３ 新役員候補者への第１回理事会へのご案内 発送 
    ・ 県学事文書課 監査役交代の報告は不要 
  ２５ 下松支部 花⾒の会 下松⼯業会館  
           植中支部⻑含む２２名 
  ２８ キリンビール支部渡辺支部⻑来館  
          総会へのビール寄贈 
  ２９ ⺟校上⽥校⻑電話あり 両教頭転任、１３名の職員 
          の入れ替わり 
    ・ 堤前野球部監督来館 離任挨拶 
               （お⼟産げを持参された） 
  ３０ ⺟校吉兼、河村両教頭離任挨拶  
    ・ ⺟校上⽥校⻑含む１３名とＯＢ職員に総会 
            のご案内発送 
 ４・ １ 新旧職員歓送迎会 笠⼾ハイツ １８︓００〜  
          河村会⻑ 
   ４ 日⽴笠⼾支部内⼭支部⻑より連絡  
          支部総会のご案内 中⽌（事故の為） 
    ・ 広報・ホームページ員会 徳原理事 蔵⽥監事 
   ８ 監査 濵⾕監事 蔵⽥監事 ⼭本監事 来館 
                    １３︓００〜 
       監査報告書 捺印完了 （３部） 
  １１ 広報・ホームページ委員会 徳原理事 ⽯井理事 
           蔵⽥監事 槌尾専務理事 
      定時総会展⽰⽤写真作成 



 

平成２７年年度（2015 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告   
 ２．１５ 日⽴笠⼾支部 年会費、１００周年基⾦ 受領した 
   １７ 支部間交流の参加者 ２７名 光支部より 
   ２０ 岡⼭地域懇談会  ピュアリティまきび１１︓３０〜 
        岡⼭懇親会創設 平成２８年１０⽉ 予定 
        世話役 藤本憲正（Ｍ３８） ⽥中秀雄（Ｃ３８） 
        会 員  浜⽥勝彦（Ｃ２７） 中原悠紀（Ｃ３４） 
                           ⼭崎 功（Ｍ３９） 網本建二（Ｍ４２） 
        河村会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
  ２２ 臨時理事会 下松⼯業会館 ３Ｆ会議室  
                                             １８︓００〜１９︓３
０ 
               河村会⻑含む１４名出席 
    ２７ 柳井支部総会 ） ベルゼ１８︓３０〜  
              藤沢支部⻑含む３２名 
             河村会⻑ 藤⽥理事 
 ２．２９ ⺟校入会式 ⺟校講堂 ９︓００〜 新入会員 
                      １６０名（全日制１５７名、定時制３名） 
          河村会⻑ 国弘副会⻑ 栗⽥理事 藤⽥理事  
             槌尾専務理事 
   ・ 学年幹事昼⾷歓迎会 下松⼯業会館 １３︓００〜 
      上⽥校⻑ 中村教諭 
      泉⾕英⼀（ＭＨ２８） 爲國 輝（ＭＨ２８） 
            濱⽥佑哉（ＳＨ２８） 弘中大貴（ＳＨ２８） 
            末⽥健介（ＩＨ２８） 半⽥ 涼（ＩＨ２８） 
            中村綾香（ＣＨ２８） ⼭本泰知（ＣＨ２８） 
            河村会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
 ３． １ ⺟校卒業証書授与式 ⺟校 １０︓００〜 
      ４ 親睦ボウリング大会 くだまつスポーツセンター 
                     １８︓００〜 
     優勝者 ⽥村 栄治 氏（⺟校） 参加者 内⼭副会⻑を 
        含む３３名 
     懇親会 内⼭副会⻑含む１５名 
      内⼭副会⻑ 国弘副会⻑ 岩村理事 濱⾕監事 
         蔵⽥監事 槌尾専務理事 
     ７  広報・ホームページ委員会  
          徳原理事 蔵⽥監事  槌尾専務理事 
   １２ 支部間交流会 ⼀ノ俣グランドホテル  
            下松集合９︓１５出発 
     三支部代表 林支部⻑含む２７名（奥様３名） 
     国弘副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 蔵⽥監事  
          槌尾専務理事 

会務報告   
  １．２０ 会報「七彩」４号 ５０００部 富⽥印刷 納入 
       ・ 親睦ボウリング大会 会員１１２名 支部１６支部 
        ＰＴＡ７部 ⺟校７  役員１５名に投函 
       ・ 封筒印刷 ８７３５部 完了 藤⽥理事 
   ２１ 封筒入れ作業 国弘副会⻑ 蔵⽥監事 
   ２２ 封筒入れ作業 国弘副会⻑ 徳原理事 蔵⽥監事  
                                神⽥佳郎氏 
         ・ 関⻄支部懇談会 ご案内 ６７名 投函 
         ・ 下松市役所支部総会 井内事務局⻑含む１２名 
     河村会⻑ 槌尾専務理事 
      ２５ 封筒入れ作業 国弘副会⻑ ⽯井理事 ⼭本監事 
         ・ 原⽥篤志後援会 会報「七彩」４号 ６０部  
              発送した 
    ２６ 封筒入れ作業 高村幸江氏 ⽥中静子氏  
            福永知佐子  河村会⻑ 国弘副会⻑ 徳原理事  
            神⽥佳郎氏 
      ２７ 封筒入れ作業高村幸江氏 ⽥中静子氏  
           福永知佐子氏 神⽥佳郎氏 
        封筒入れ作業(個人会員)８７２９通 投函完了 
        ・ ＰＴＡ評議会 ⺟校会議室 １４︓００〜 
     河村会⻑ 槌尾専務理事 
        ・ ＰＴＡ評議会 会報「七彩」４号 ４０部配布  
        ・ ⺟校在校生(教職員含む) 会報「七彩」４号  
             ５８０部 
        ・ 下松⼯業会会⻑賞 表彰状 ⺟校へ(入会式) 
   ２９ 円筒 １６０名分 ⺟校 
    ・ 文化体育活動助成⾦交付 高体連スキー部門 
 ２． １ 入会⾦、年会費 （新会員入会者）１５７名(全日制)  
            受領。 
     ・ 入会式表彰 副賞 ５個、住所変更届３０名分 
             ⺟校へ 
     ・ 定時総会準備委員会運営員 就任承諾書 発送  
             東洋鋼鈑支部 
    ５ 企業支部、２８支部 七彩４号 発送完了 
                         （１２６６通） 
    ７ 親睦麻雀大会 下松⼯業会館  
                 １０︓００〜１５︓００ 
        優勝 村⽥ 逸雄（Ｃ３５）  ２８名  
         河村会⻑より参加者最高齢賞 寄付２８名 
         徳原理事、藤⽥理事、蔵⽥監事  
                 ご協⼒ありがとうございました 
     １２ 償却資産申告書 提出 下松市役所 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告   
１２． ４ 企業・地域代表者懇談会 下松⼯業会館 １８︓３０
〜 
           河村会⻑含む３８名 
    ５ 岩国市支部総会 開花亭 １８︓３０〜 

会務報告   
１１．１６ 県選奨 弘中 勝利 氏 （Ｍ３８）ボーイスカウト関係 
    １７ 東海支部総会⽤資料 ８部発送           
・「七彩」４号の記載配置の確認と原稿内容の検討等  
蔵⽥編集⻑ ⼭本社⻑ 槌尾専務理事 



                沖本支部⻑含む２１名 
        河村会⻑ 藤⽥理事 
       １０ ⽕災保険更新  若⼭⽯油 
１２． １２ 大島支部総会 お侍茶屋 １８︓３０〜  
                川端支部⻑含む１３名 
        佃副会⻑ 槌尾専務理事 
   １４ 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館１４︓３０〜 
        佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 蔵⽥監事  
                槌尾専務理事 
      ２０ 第７回定期演奏会（⺟校吹奏楽部）スターピアくだまつ 
               １３︓００〜 
   ２１ ⾏事企画委員会 下松⼯業会館１８︓００〜 
       内⼭副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
              中村理事  
              ⼭本監事 槌尾専務理事 
   ２２ 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 １４︓３０〜 
         佃副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
                  蔵⽥監事 槌尾専務理事 
          七彩４号の資料を富⽥印刷⼭本社⻑に 
                    手渡した 
  ２５ 平成２７年分供与所得の源泉徴収票等の 
              法定調書合計表 提出 徳⼭税務署 
     ・ 給与支払報告書 提出 周南市役所 
１  ６ 広報・ホームページ委員会 
          七彩４号 ゲラ チェック 実施 
          佃委員⻑ 藤⽥理事 蔵⽥監事  
                    槌尾専務理事 
１． ８ ⺟校講演会 「私の人生と人生に対する思い」 
                     １０︓３０〜 
          講師 林 通生 先生（Ｍ３２） 
       河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 
             槌尾専務理事 
    ・ 消防⽤設備等 点検 ９︓００〜 東部防災 
    ・ 七彩４号 ゲラ最終チェック実施 
         蔵⽥編集⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
                  富⽥印刷に資料手渡した 
              注文数︓１２,０００通 

     ・年末調整説明会 スターピアくだまつ １０︓３０〜 
    １８ 講師 ⽥中秀夫先生来館 
     ・ 文部科学大臣表彰（創意⼯夫功労者賞） 
        表彰名称「⾞両艤装生産２ライン化による製作 
                時間短縮の改善」 
       下松市⻑特別賞 渡辺 智二 氏 （Ｅ５９） 
                                     日⽴製作所 
    ２０ 県知事表彰（県職業能⼒開発表彰） 
        森重 孝之 氏 機械系保全作業功労者 ＳＨ１６ 
        有吉 充典 氏 技能検定関係功労者 Ｅ４９ 
    ２１ 東海支部総会 ⼭王温泉 喜多の湯 １１︓００〜  
                                  ⽯原支部⻑含む９名 
        内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
    ２４ 岩国支部総会⽤資料２０部発送 
     ・ 大島支部総会⽤資料１３部発送 
    ２６ 剪定作業反省会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
     栗⽥理事 中村理事 中津理事 濵⽥監事  
          大木 孝⾏ 技師   ⺟校 倉重泰夫主任 保⾒ 隆 氏  
          あすなろ⼯業 ⻄本 利 氏槌尾専務理事 
    ２７ 原⽥篤志選手の横断幕を正式発注 
              （サインランド）１個 
    ２８ 東京支部総会 東海大学友会館 霞が関ビル３６階 
                １２︓３０〜 
        ⼟⾕支部⻑含む２６名   河村会⻑ 藤⽥理事 
    ３０ 広報・ホームページ委員会 徳原理事 ⽯井理事  
                  蔵⽥監事 槌尾専務理事 
      下松⼯業会館１４︓３０〜 原稿の配置等の検討 
 １２． ２ 広報・ホームページ委員会 藤⽥理事 ⽯井理事 
                 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
     ３ 仮称岡⼭支部より参加者出席者 ５名  
                  中間報告 １１⽉３０日現在 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 
会務報告   
 １０．２０ 岩国支部総会ご案内３４通発送 
       ・ 高体連(柔道)中国大会 広告費￥２０,０００ ⺟校  
            堀井先生に贈呈 
    ・ 高体連中国大会開催 広告依頼 願い受領 
    ２１ 広報・ホームページ委員会(研修実施) 
       ・ 企業・地域代表者懇談会ご案内 本部役員、 
         近隣支部役員、５４通 役員 OB６通発送した 
    ２２ ⺟校へご案内(企業・地域代表者懇談会) 
      上⽥校⻑ 吉兼教頭 河村定時制教頭  
            藤村事務⻑  
            松本事務主査  藤本教務主任  
            システム機械科⻄尾主任  
            電子機械科細木主任 進路指導部永岡主任  

会務報告   
    ９．２５ 創⽴１００周年甲子園へ の懇親会の出席名簿の 
                作成依頼 野⽥会⻑ 
        ２８ 七彩ゴルフ大会 賞品 手配 近畿日本ツーリスト 
                （下松営業所） 
       ・ 高体連中国大会開催 広告依頼 願い受領 
         ・ 広報・ホームページ委員会 
           佃委員⻑ 徳原理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
      ３０ 宇宙航空研究開発機構 佐々木 ⼀義氏よりメール 
        ⾦井も、フライトが実現した折には改めて下松⼯ 
                業会さまにて講演を⾏うことを約束しておりますの 
                で無事に大任を終え帰国した際には是非講演の 
                ご希望を、お寄せ戴ければと存じます。 
                  （⾦井に伝え させて戴きました） 



            化学⼯業科中繁主任 野球部⻑沖⽥部⻑ 
            野球部監督齋藤監督 吹奏楽部柳教諭 
      ２６ 東海支部、広島支部、福岡支部 への 
            切符手配完了 
１０．２６ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 徳原理事  
             槌尾専務理事 
      ホームページ記載 事務局日報(第７回)  
            次回委員会１１⽉２日の予定 
   ・ 栄光の碑 銘板作成注文 ２件 三牧義明氏 
   ２７ 広報・ホームページ委員会 蔵⽥監事  
                  槌尾専務理事 
     ホームページ記載及び修正作業実施 
   ３１ さくらクラブ 下松⼯業会館３F 会議室 
    藤本代表含む１１名 微⼒ながら地道に拡大の 
          努⼒をすることを申し合わせた 
          河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑  
                    槌尾専務理事 
１１．２ 広報・ホームページ員会 
         佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
                  蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        「七彩」４号の記載配置の確認と原稿内容の 
                検討等 
         次回平成２７年１１⽉１１日１４︓３０〜 
   ４ 広報・ホームページ員会 秋の叙勲記載・研修会 
         藤⽥理事 槌尾専務理事 
   ７ 福岡支部懇談会 ⼩倉ステーションホテル１２︓００〜 
         福⽥支部⻑含む１４名 
          河村会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
  １１ 広報・ホームページ委員会 
  １３ 広島支部総会 ひろ⾥ １８︓３０〜  
                  ⽥中支部⻑含む１４名 
         佃副会⻑ 槌尾専務理事 
  １５ 剪定作業 ９︓００〜１４︓３０(⺟校前庭) 
        栗⽥委員⻑含む１４名(大木技師、⺟校３名、 
                下松支部 １名あすなろ⼯業１名 
        佃副会⻑ 栗⽥理事 藤⽥理事 濵⾕監事  
                蔵⽥監事 中村理事  中津井理事  
                槌尾専務理事） 

     ・ 広報・ホームページ委員会 
        藤⽥理事 ⽯井理事 槌尾専務理事 
                  リンク設定の研修 
     ・ 東京支部総会のご案内文発送 ２３８通 
 １０． ５ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 徳原理事  
                       槌尾専務理事 
     ７ 第２４回七彩ゴルフ大会（中須ゴルフ倶楽部）  
                      優勝 林 重男氏（E４１）  参加者８０名 
     ９ 創⽴１００周年甲子園へ 下松⼯業会館 １８︓００
〜 
                野⽥会⻑を含む２３名 
        河村会⻑ 佃副会⻑ 槌尾専務理事 岩村理事 
    １７ 学年幹事交流会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
                  河村会⻑含む８名 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 
会務報告   
  ８．１８ 平成２８年度定時総会 講師 ⽥中秀夫先生  
                 内定の連絡 
       ２１ 防府支部総会 割烹「中⾕」１８︓００〜 宮川支部⻑ 
                含む１４名 
         河村会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
     ・ ⺟校和⽥先生 バドミンドンの戦績報告で、お⼟産 
                 を頂いた 
    ２７ ⺟校創⽴９０周年記念事業、記念講演  
             講師 ⾦井宇宙⾶⾏⼠が、２年後正式に宇宙に 
                      ⾶び⽴つ連絡あり 
       ３１ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 藤⽥理事  
                ⽯井理事 槌尾専務理事 

会務報告   
  ７．２２ 岡⼭支部創設初会合  
                ホテルグランビア岡⼭「吉備膳」１２︓００〜 
        懇親会開催日  
                   平成２８年２⽉２０日(⼟)１２︓００〜 
                河村会⻑ 槌尾専務理事  藤本憲正（M３８） 
                ⽥中英雄（C３８） 
    ２３ ⺟校就職試験⾯接練習の⾯接官(内諾) 
        林 通生（M３２） 早川 昭男（E３８） 
               栗⽥ ⼀郎（C４０） ⼭上 雅弘（C４８） 
               ⼭本 英昭（E６０） 
        ２４ 元関⻄支部⻑ 増本安男氏逝去 連絡あり 
               （深町和彦氏）弔電 



                 会報・拡張現実・フェースブックとの検討 
  ９． ３ 岡⼭支部(仮称)岡⼭地域懇談会 開催の案内文 
                発送 ５８通 
     ・ 平成２８年度定時総会の講演依頼発送 
                ⽥中秀夫 先生 
     ４ ⾏事企画委員会 内⼭委員⻑ 徳原理事  
                 藤⽥理事 岩村理事 槌尾務理事 
        第２４回 七彩ゴルフ大会 組み合わせ表の検討 
     ５ ⺟校体育大会 ９︓００〜 
         河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事  
                  槌尾専務理事 
         ７ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 藤⽥理事  
                  ⽯井理事 蔵⽥監事  槌尾専務理事 
    １４ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 徳原理事  
                  藤⽥理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
    １８ 下松支部⽉⾒の会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
         植中支部⻑含む２６名 
    １９ 周南支部総会 ザ・グラマシー １７︓３０〜 
                  ⼭本支部⻑含む３２名   河村会⻑ 藤⽥理事 
    ２３ 宇宙航空研究機構 佐々木⼀義氏に挨拶   
                  槌尾専務理事（防府市⻘少年科学館） 

        ２７ 広報・ホームページ委員会 
                佃委員⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
                 次回８⽉３日１８︓００〜を決めて解散。 
         ・   パソコン室 空調機 設置完了 
        ２８ 萩「みこと館」訪問  河村会⻑   
        ３１ 第２４回 七彩ゴルフ大会 ご案内 個人１４２通  
                 １９支部へ発送 
  ８  ３ ⺟校就職試験⾯接練習の⾯接官  
                ⾯接日程、⾯接資料 発送 
     ・ 広報・ホームページ委員会 
        会報の記載内容、ホームページ委員会の 
                あり⽅等検討した。 
        次回８⽉１０日１４︓３０〜 
        佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
                蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        ４ 前広島支部⻑江村克己氏 逝去 葬儀参列 弔電  
              槌尾専務理事 
    ６ EH０４伊藤 肇氏来館 
             下松⼯業会新ホームページの提案あり 
        ⽯井理事との打ち合わせで、８⽉１０日 
                広報・ホームページ委員会で検討をする。 
    ・ 定時制和⽥英利先生来館 卓球部、柔道部の 
             戦績報告 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 
会務報告   
  ６．１７ 育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦の授与式(⺟校) 
                河村会⻑ 槌尾専務理事 
     ・  中途採⽤ 兵庫ボルト 依頼あり ⺟校永岡教諭 
        １９ 宇部・⼭陽⼩野⽥地区支部創設のお願い 
        多機能フイルターの⼭本⼀夫社⻑⾯談 河村会⻑  
               槌尾専務理事 
         ・ 下松支部総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
                植中支部⻑含む２７名 
        ２０ 熊毛支部総会 かつまふれあいセンター  
                １７︓４５〜 林支部⻑含む１４名 河村会⻑ 栗⽥
理事 
    ２２ 日⽯ OB 会総会 下松⼯業会館１８︓３０〜 
                ⼭本支部⻑含む１４名  河村会⻑ 槌尾専務理事 
    ２５ 会報第４６号 ６００通 ⺟校へ 
    ２９ 会報第４６号 封筒入れ 完了 
         １７９７通発送完了 
    ３０ 会報第４６号 １１支部発送完了 
  ７． ３ 消防⽤設備点検 東部防災(株) 指摘︓２階の非常と
の 
              バッテリーの交換が必要 
       ２階から避難の際、階段したが鉢植えで⾝動きが出来 
              ない３階東側の縄橋子も同様である 
          ６ 岡⼭地区支部創設打ち合わせ会  
                 平成２７年７⽉２２日１２︓００〜 
         ホテルグランビア岡⼭ 日本料理「吉備膳」 
          M３８藤本憲正氏 C３８⽥中秀雄氏 のご尽⼒で 
       ７ 消防訓練 ２F 会議室 １０︓００〜 

 会務報告 
  ５．２０ 総会資料と⺟校１００周年記念事業趣意書・ 
              事業計画 １８支部発送 
         ・ 平成２７年度 育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦の 
              申請  依頼 ⺟校 
        ２１ 納税申告書 ⽯津税理⼠ 事務所に届け  
         ・ 公益目的支出計画実施報告書 
 ＦＡＸ 県学事文書課 
    ２６ ⺟校講演「夢へチャレンジ」関⻄支部⻑  
               ⼭本英昭氏（E６０） ９︓５０〜 
        河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 
     ・ ⼭口県高等学校定時制通信制教育振興会  
               １５︓００〜１６︓３０  槌尾専務理事 
    ２７ 公益目的支出計画実施報告書 メール発信 
             県学事文書課 
       ２８ 公益目的支出計画実施報告書の受領連絡  
             県学事文書課 
   ６． １ 近隣支部交流会案・アンケート 持参  
                光支部⼭本事務局⻑ 
      ・ 国・県・市 納税申告 完了 ⽯津税理⼠ 
       ５ 東洋鋼鈑支部総会 健保会館 １８︓００〜 
                井上支部⻑含む３６名 河村会⻑ 蔵⽥監事 
     ・ ⺟校野球部後援会総会 下松⼯業会館１８︓００〜 
                野⽥会⻑含む２０名 
        佃副会⻑ 岩村理事 槌尾専務理事 
   １２ 野球部 OB 会総会 下松⼯業会館 ３F 和室  
              １８︓３０〜⼭根会⻑含む２０名 
       槌尾専務理事 



          消防組織の再確認と消⽕器設置場所の確認等 
       ８ 労働保険の更新 完了 下松労働基準監督署 
       ９ 広報ホームページ委員会 １８︓００〜 
                 佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事 
                槌尾専務理事 
        会報４６号の配布の際平成２７年度入会者会員に 
                振込⽤紙を同封したことが判明 事務局のミスですので 
                衷心よりお詫び申し上げます。 
               ホームページ上で、お詫びの連絡は完了した 
    １０ 広報・ホームページ委員会でクラー始動しないので、 
                 パナソニックのお願いして点検した結果 クラー側の 
                 受電コンデンサーが故障 製作されてないので 
         修理はできない 
         ・ 日⽴笠⼾支部 ビアパーティー 松原屋屋上 １８︓３０〜  
               内⼭支部⻑含む２９名  槌尾専務理事 
    １３ ⺟校 定時制 バドミントン・柔道・卓球 へ 
              文化体育活動助成⾦の授与式 
         国弘副会⻑ 槌尾専務理事 
    １５ 穴吹興産 倉橋氏来館 マンション建設の説明 
         （仮称）アルファステイツ下松駅 １４階(６５⼾)  
                 着⼯１０⽉ごろから  住所下松市北⽃町４０番地 
    １６ ⺟校永岡教諭 ３年生⾯接指導の⾯接官の依頼で、 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 
会務報告 
  ４．１４ 会報ＮO４６号寄稿依頼発送 河村会⻑ 
              学年幹事１０名 
        １５ 会報ＮO４６号寄稿依頼⺟校持参 上⽥校⻑ 
              吉兼教頭 定時制河村教頭 
          ⺟校関係 １６通 支部役員関係 ８１通  
              を含む１０５通 
        １６ 育英奨学⾦の満了で、お礼文受領  
              定時制 宮本 拓真 氏（Ｍ４年生） 
        ２０ 広報・ホームページ委員会 
          佃副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 
             ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        ２１ 東洋鋼鈑支部  
          新支部⻑ 井上 勝文 氏（Ｅ５２） 
              ・ 下松⼯業会館３Ｆテナント希望についての回答文  
                発送（Ｅ43 安⽥正樹） 
    ２２ 広報・ホームページ委員会 
       佃副会⻑ 藤⽥理事 ⽯井理事  
               蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        ２４ 日⽴笠⼾支部総会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
             内⼭支部⻑含む４２名 
       河村会⻑ ⼭本監事 
        ３０ 感謝状授与のご案内 発送 
              ・ ⺟校吉兼教頭来館 
                   （５⽉１５日 ３Ｆ和室の使⽤の打ち合わせで） 
              ・ ⺟校永岡教諭より連絡 
                  ⼭口コウン㈱から中途採⽤の依頼あり 
    ５． ７ ⾏事企画委員会 内⼭副会⻑ 徳原理事 
             藤⽥理事 岩村理事 中村理事 槌尾専務理事 

会務報告 
  ３．１８ 会員定時総会ご案内発送 １,７５９通 
        藤⽥理事ご支援ありがとうございました 
        １９ 定時総会ご案内文発送完了 
           ⺟校関係 １６通 支部役員関係 ８１通  
               を含む１０５通 
        ２３ 日本精蝋支部 
           新支部⻑ 三牧 邦夫 氏 Ｅ５５ 
          ・ ⾏事企画委員会 
          内⼭副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
             中村理事 ⼭本監事  槌尾専務理事 
       ２５ 卒業生への講演依頼 
          ⺟校上⽥校⻑より ５⽉下旬 
             関⻄支部⻑ ⼭本 英昭 氏 （Ｅ６０） 
         ⼭本支部⻑に連絡済 
       ２９ 下松支部 花⾒の会 下松⼯業会館 ３Ｆ  
               会議室 １２︓００〜植中支部⻑含む１７名 
       ３０ 広報・ホームページ委員会 
         佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事 
              蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   ４． ２ 新旧職員歓送迎会 笠⼾ハイツ １８︓００〜 
          河村会⻑ 
     ６ 広報・ホームページ委員会 
        徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事 蔵⽥監事  
                槌尾専務理事 
     ８ 監査 濵⾕監事 蔵⽥監事 ⼭本監事 
               来館 １３︓００〜 
        監査報告書（３部）捺印署名完了 
    １３ 支部⻑交代 



              ・ 企業・地域代表者懇談会  
                 下松⼯業会館 １８︓３０〜河村会⻑を含む３２名 
  ５．１２ 総会準備員会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
         内⼭副会⻑含む１３名 
    １５ トクヤマ支部総会 健保会館 １８︓００〜  
                 森藤支部⻑含む３７名 
         河村会⻑ 国弘副会⻑ 
    １６ 定時総会 きらぼし館 １２︓２０〜 
         河村会⻑含む１３１名 
         ・ 講演講師慰労会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
         河村会⻑含む３１名 
    １７ 北⽃町清掃日参加 下松支部 植中支部⻑  
                 三牧理事 槌尾専務理事 
         清掃参加ご協⼒有難うございました 
         ・ ⼭本監事中央病院入院 ⾒舞 役員⼀同  
                    ￥２８０００ 槌尾専務理事⽴て替え  

        下松⼯業会 協和発酵支部 
        新支部⻑ 江村 聡明 氏（ＣＨ１１） 
        住所 747-0815 防府市協和町１－１ 
            協和発酵バイオ㈱⼭口営業所 

 

 

平成２６年年度（2014 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告   
 ２．１７ 定時総会のアトラクションで川口実氏依頼した 
        (検討する) 
   １８ 七彩ゴルフ大会のスタートを予約 
       平成２７年１０⽉７日（水）８︓２６ 〜  
         アウト・イン各１１組 
   ２０ 公益目的支出事業での１００周年記念事業  
      対応についての相談 
      県学事文書課 重本主任 
   ２３ 会報「七彩」３号 発送完了（配布先） 
      個人９,２４３通、⺟校６００通、企業支部１,３２６通 
      合計 １１,１６９通 
   ２５ 入会のしおり １６２通 ⺟校へ 
   ２７ 入会式 ⺟校 ９︓００〜９︓４０  
            １５１名(内定時制５名) 
      河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 
      中村理事 槌尾専務理事 
      ・ 学年幹事昼⾷会 下松⼯業会館  
                    １３︓００〜１４︓１０ 
       上⽥校⻑ 中村教諭 
       河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 
       槌尾専務理事 
       学年幹事 野上晃⼀ MH２７  
              久⾏ 晴 MH２７ 齋藤涼太 SH２７ 
              縄⽥康平 SH２７ 有⾺隆翔 IH２７ 
              ⼭﨑彩太 IH２７ 
              ⻘井龍⾺ CH２７ ⽯丸 大 CH２７ 
  ２８ 柳井支部総会 ベルゼ １８︓３０ 〜 
       藤沢支部⻑含む２８名 
       河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 
 ３． １ 卒業証書授与式 ⺟校 １０︓００〜１１︓１５  
       卒業生 １５１名 
       内⼭副会⻑ 佃副会⻑ 槌尾専務理事 

会務報告   
 １．２１ ⺟校講演会 ⼟⾕ 康夫 先生 ⺟校 １０︓５０〜 
        河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑  
        槌尾専務理事           
 １．２３ 下松市役所支部総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
        清木支部⻑含む１３名 
         新支部⻑ 神代 典生 氏（Ｐ５０）  
         河村会⻑ 槌尾専務理事 
   ２６ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等） 
         点検書 提出 下松消防本部 
   ２７ ⺟校へ 会報「七彩」３号 ６００部 納入 
   ３０ 賃貸契約書 更新 ソリッゾ （覚書添付） 
 ２． ３ 封筒入れ開始  
        高村幸江氏 ⾦近弘子氏 国弘副会⻑ 
        徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事 
        ⼭本監事 神⽥佳郎氏 弘実氏 槌尾専務理事 
    ３  公益法人制度改⾰に関する説明会 県庁 
        槌尾専務理事 
    ５ 封筒入れ完了（個人向け）９２４３通 
        高村幸江氏 ⾦近弘子氏 国弘副会⻑ 
        徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事 
        ⼭本監事 神⽥佳郎氏 弘実氏 ⽥中静子氏 
        佃副会⻑ 
         ご協⼒ありがとうございました。 
    ６ 文化体育活動支援基⾦申請書  受領    
       剣道部 第２４回全国高等学校剣道選抜大会出場 
       全日制 入会⾦・年会費 を受領 
       １４６名分（定時制は未納） 
    ８ 親睦麻雀大会 河村会⻑を含む２８名 
        優勝  第２２代⺟校校⻑ 村中⼀雄 様 M４７ 
          徳原理事 藤⽥理事 吉岡正則氏 
          槌尾専務理事  
           ご協⼒ありがとうございました。 



      ・ 学校新聞 ３００部 受領 
    ３ 親睦ボウリング大会 くだまつスポーツセンター  
                     １８︓３０ 〜 
       優勝 相本 康雄 氏（M３８） 
           内⼭副会⻑含む４５名 
     ・ 懇親会 下松⼯業会館 １９︓５０ 〜  
           内⼭副会⻑含む１６名 
   １６ 定時総会⼀般会員１７５９名分の総会案内 
        返信はがき・封筒を印刷完了した 

        麻雀台整理棚作成及び麻雀台作成を 
         藤⽥理事が実施されました 
           御礼申し上げます。 
    ９ 入会式 同窓会会⻑賞 ５個 ⺟校へ 
         昼⾷会ご案内 ⺟校上⽥校⻑ 中村明夫先生 
         学年幹事１０名 投函１２ 入会申込書  
         １５１名 受領した 
   １４ 関⻄支部懇親会  
        ホテル メルパルク大阪 １８︓００〜 
         ⼭本支部⻑含む１６名   
         支部⻑ ⼭本 英昭 （E６０）  
         幹事 戎崎 勲 （M３５）藤井 克己 （C３５） 
         河村会⻑ 藤⽥理事 中津理事 槌尾専務理事 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告   
 １２． ２ 企業・地域代表者懇親会  
             下松⼯業会館 １８︓３０〜 
       河村会⻑を含む４４名（⼯業会役員全員出席） 
          ６ 大島支部総会 お侍茶屋 １８︓３０〜  
              川端支部⻑含む１２名 河村会⻑ ⽯井理事 
          ６ 岩国支部総会 開花亭 １８︓３０〜  
              沖本支部⻑含む２２名 内⼭副会⻑ 佃副会⻑ 
     ８ ⾏事企画委員会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
       内⼭副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 岩村理事 
             中村理事 ⼭本監事 槌尾専務理事 
      ・ 特別懇親会のご案内 ⺟校関係者 １４名 配布 
      ・ 公益法人制度改⾰に関する説明会への 
               出席のＦＡＸ 
     ９ 特別懇親会のご案内 ６６通 投函 
     １１ ⽕災保険の更新 若⼭⽯油㈱ 
    １４ 第６回定期演奏会（⺟校吹奏楽部） 
              スターピアくだまつ １８︓００〜 
       河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 槌尾専務理事 
    １５ 広報・ホームページ委員会 
       会報「七彩」３号の原稿の配置等の打ち合わせ 
       佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 蔵⽥理事  
              槌尾専務理事 
    １６ 賃貸契約書（ソリッゾ契約更新）作成依頼  
              今川司法書⼠・ 年賀状 ２００通 投函 
    １８ 麻雀大会のご案内 ５３名投函（内３名⺟校） 
    ２２ 広報・ホームページ委員会 
       会報「七彩」３号の⼀⾯記載の原稿の検討 
       佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
              蔵⽥理事 槌尾専務理事 
    ２５ 下松市役所支部 年会費 ￥２４０００ 受領した 
       下松市市役所支部総会のご案内  
             下松⼯業会館 平成２７年１⽉２３日１８︓００〜 
      ・ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の 
               提出 徳⼭税務署 
      ・ 給与総括表提出  周南市役所 
２７．１．１３ 消防⽤設備等(特殊消防⽤設備等)点検実施  
              東部防災 

会務報告   
  １１．１７ 規程集の検討会（出席役員全委員） 
     １９ 交代勤務河村会⻑ 御礼申し上げます。 
             ・ 副会⻑ 内⼭和美氏 平成２６年度職業 
                  能⼒開発関係厚生労働大臣賞 受賞 
     ２０ 交代勤務藤⽥理事 御礼申し上げます。 
     ２１ 交代勤務栗⽥理事 御礼申し上げます。 
     ２２ 剪定作業 ⺟校 ８︓３０〜１２︓３０ 
         国弘成文氏 栗⽥⼀郎氏 藤⽥文明氏  
                  中村明夫氏（⺟校） 中津井均氏 
         濱⾕和昌氏 大木孝⾏氏 倉重泰夫氏(⺟校)  
                  ⻄本 利氏(あすなろ⼯業) 
     ２５ 広報・ホームページ委員会 
         佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事  
                  ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
       ・ 岩国支部総会ご案内 ４２投函 支部５通投函 
     ２６ Ｍ３３⽥中秀夫氏来館 平成２８年度総会 
                    講演の申し込みあり 
          演題  「マジック」と「錯覚」 
       ・ 剪定作業チーム慰労会 
          河村会⻑ 栗⽥理事 藤⽥理事  
                    中村理事 中津井理事 濵⾕監事 
          大木孝⾏氏 倉重泰夫氏(⺟校)  
                    槌尾専務理事 
            ・ 会⻑ 河村正浩氏 県文化功労章 受賞 
     ２９ 東京支部総会 霞が関ビル １２︓３０〜 
          ⼟⾕支部⻑含む３３名  河村会⻑  
                    槌尾専務理事 
  １２． １ 年末調整説明会 徳⼭税務署  
                   スターピアくだまつ 



     １９ ＰＴＡ評議会 ⺟校会議室 １３︓３０〜 
        河村会⻑ 槌尾専務理事  添付資料 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告   
  １０．２０ 規程集の検討会（出席役員全委員） 
      ・ 下松⼯業会館建築の件委員会 
            佃委員⻑ 栗⽥理事 ⽯井理事  
                    蔵⽥監事 槌尾専務理事 
     ２２ 宇多村仙太郎先生来館 
     ２３ バナー広告 辞退 徳原理事  
                              ⻑年有難うございました。 
             ・ バナー広告 記載 ウィルデザイン 
             ・ 企業・地域代表者懇親会 
                             ５３通投函 ⺟校校⻑ 
      ・ 岩国支部総会ご案内 
                              ４２投函 支部５通投函 
     ２５ さくらクラブ開催 下松⼯業会館 
                                         ３階会議室 １１︓００
〜 
        藤本代表 日野保恵氏 ⽥中静子氏 
                 高村幸江氏 藤⽥圭子氏河村明美氏  
                  福永知佐子氏 広実みち代氏 
         河村会⻑ 内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
     ２７ 広報・ホームページ委員会 
          会報「七彩」３号の 原稿記載の配置 
                     についての検討 
             徳原編集⻑ 藤⽥理事 ⽯井理事  
                        蔵⽥監事 槌尾専務理事 
     ２８ 企業・地域代表者懇親会⺟校へのご案内 
          吉兼教頭 河村定時制教頭 古屋事務⻑ 
                   堀家教務部主任⻄尾システム機械科主任 
                  藤川電子機械科主任 川﨑情報電子科主任 
         永岡進路指導部主任 中繁化学⼯業科主任  
                   松本事務主査 
         堤野球部監督 ⽥村野球部部⻑ 
                 吹奏楽部柳教諭 
     ２９ ⽴入検査 下松消防本部 清水署員 岡本署員 
         防⽕対象物点検報告特例認定申請の為 
                    定期消防訓練年２回実施の事 
     ３１ 防⽕対象物点検報告特例認定届けは認可   
                   下松消防本部 
      ・ 広島支部総会 ひろ⾥ １８︓００〜  
                    江村支部⻑含む９名 
           新支部⻑ ⽥中 昭夫 氏 Ｅ３８ 
   
    １１． ４ 同窓生叙勲授章 
        旭日単光章 廣中 典夫 氏 Ｃ３０  
                                   元光選挙委員会委員⻑ 
            ・ ⼯業会館屋上防水に関する⾒積もり持参  
              松井産業 
            ・ 文化体育活動助成⾦交付 吹奏楽部 
                   ロボット研究部 ものづくり同好会 

会務報告 
 ９．１５ 第２回 規程集の文⾔確認作業 
                     （理事会終了後役員全委員で） 
      １９ 下松支部⽉⾒の会 下松⼯業会館 
                      １８︓３０〜 植中支部⻑含む２２名 
       ２０ 周南支部総会 ザ・グラマシー １７︓３０〜 
                       ⼭本支部⻑含む２７名 
                   河村会⻑ 藤⽥理事 
    ２２ 広報・ホームページ委員会  
                        佃副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
                       槌尾専務理事  
    ２５ 北⽃町清掃日 参加 
        藤⽥理事 槌尾専務理事 
                ご参加有難うございました。 
    ２９ 広報・ホームページ委員会  
                佃副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事  
                  槌尾専務理事  
    ３０ ⺟校校⻑来館 
 １０． ２ ⼟⾕康夫講師 歓迎会の確認  
              平成２７年１⽉２０日 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
     ６ 関⻄支部⼭本支部⻑来館 
 １０． ７ 第２３回七彩ゴルフ大会  
                  中須ゴルフ倶楽部 ８０名 
         優勝 ⼭本 俊男 Ｃ３２ 
    １５ 消防訓練 下松⼯業会館 １０︓００〜    
                  下松消防本部 
    １７ 学年幹事懇親会 
         河村会⻑含む７名 



            ６ 下松市功労賞受賞 
        ⾏政  蔵⽥ 幸男 氏 Ｍ４４ 
        教育  上⽥ 敬正 氏 Ｃ３３（故人） 
           ・ 同窓生叙勲授章 
               旭日双光章 髙⼭ 佳昌 氏 Ｃ３３ 大阪府 
           ・ 大東建託 ⼯業会館新築⾒積もり持参された 
       ８ 福岡支部総会（懇談会）ステーションホテル⼩倉  
                                            １２︓００〜 
        福⽥支部⻑含む１３名 
        河村会⻑ 国弘副会⻑ 槌尾専務理事 
    １０ 看板取付（看板補修藤⽥理事施⾏） 
         広報・ホームページ委員会の全委員が 
                 取り付け作業に協⼒された 
           藤⽥理事並びに広報委員会の委員の⽅ 
                     御礼申し上げます。 
          ・  広報・ホームページ委員会 
                佃委員⻑ 徳原編集⻑ 藤⽥理事  
                 ⽯井理事 蔵⽥理事 槌尾専務理事 
               会報「七彩」３号 の記載内容と原稿枠組みの検討 
         ・ 下松⼯業会館建築の件委員会 
                リフォーム時の部屋配置の検討  
                会館建て直しの検討等 
                 佃委員⻑ ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
    １４ 書道 宇⼭先生から林洋⾒先生に移管  
                毎週⼟曜日９︓００〜１２︓００ １１⽉２２日か
ら 
    １７ 貯水槽・浄水槽の周辺迂回配管改修⼯事完了 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
  ８．１５ 第１回 規程集の文⾔確認作業 
               （理事会終了後役員全委員で） 
        ２２ 防府支部総会割烹「中⾕」 １８︓００〜  
                  宮川会⻑含む１９名 
    ２７ 広報・ホームページ委員会  
                   佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事  
                   槌尾専務理事  
  ９． １ 平成２７年度定時総会 講演会 
                       講師依頼文(竹内公昭氏)発送 
     ３ パッチワーク教室(野村久美子氏)使⽤申し込みあり 
     ５ 元東京支部⻑宮本照夫氏来館 
                        宮本照夫著書集 贈呈 
     ６ ⺟校体育祭  
                         河村会⻑ 国弘副会⻑ 佃副会⻑  
                        藤⽥理事 岩村理事 槌尾専務理事 
     ８ 広報・ホームページ委員会(ホームページの更新) 
                       佃副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理
事  
                       槌尾専務理事 
              ・ ⾏事企画委員会（ゴルフ組み合わせ表） 
                        内⼭副会⻑ 藤⽥理事 岩村理事  
                        槌尾専務理事 
    １０ 消防訓練実施計画届書 提出  下松市消防本部 

会務報告 
７．２２ 役員ビアパーティー １９︓００〜  
           河村会⻑含む２２名 
  ２４ 広報・ホームページ委員会  
           佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事 
          蔵⽥監事 槌尾専務理事  
・ ⺟校⾯接練習⾯接官 依頼書  
            早川前副会⻑含む７名に投函 
・ 組織員会開催のご案内 さくらクラブ 
            藤本会⻑ 笠井副会⻑ 投函 
  ２８ ⾏事企画委員会 内⼭副会⻑ 徳原理事 
              藤⽥理事 岩村理事 中村理事 
       ⼭本監事 槌尾専務理事 
     定時総会 七彩ゴルフ大会 麻雀大会  
           ボウリング大会 担当を決定 
  ２９ 消防設備等点検 報告書 東部防災持参 
 ３０ 佐川急便 松⾕店⻑ 磯部係⻑  
              来館 電報事業開始 挨拶 
８． ５ C４７松野 勤氏電話あり 会報で会⻑さんの 
           あいさつで、会員の増強に苦労なさっているが 
           、来年の会報に科・学年別に記載して、 
            協⼒を求めるべき、松野氏も来年の総会に 
            出席し、意⾒を延べたい。 
      ⼯業会へのご協⼒をお願いした。 



     ・ 七彩ゴルフ大会 組み合わせ表 ６３通 投函 
     ・ 福岡支部 懇談会 ご案内 ６１通 投函 
    １１ ⺟校⾯接練習指導 栗⽥理事含む５名 
     ・ 関⻄支部訪問 ⼭本支部⻑ 
             M３５戎崎勲氏紹介 槌尾専務理事 

８． ５ 広報・ホームページ委員会  
         佃委員⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
         蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        ⺟校からの依頼の同窓生の求人求むで、 
         ホームページ記載（トップ⾯） 
     ６ ⾏事企画委員会 内⼭副会⻑ 藤⽥理事  
                                  岩村理事 
      個人参加者の確認、賞品を今回から商品券へ 
            案内文の確認 
   ７ 第２３回 七彩ゴルフ大会 ご案内 個人  
                      １３６名 支部 １９支部 
         C３９ １２名  投函 
   ８ 組織員会 河村会⻑ 佃副会⻑ 国弘副会⻑ 
                       栗⽥理事 中村理事  
                        中津井理事 濵⾕監事 藤本弘子氏  
                        槌尾専務理事 
     ① 下松⼯業会規程集 理事会で 
                       読み合わせにて再チェック 
      ② 支部育成強化  新支部の創設を実施 
      ③ さくらクラブ １０⽉開催 会員増強 
                     （案内文作成） 
     ④ 学年幹事について 
       ⺟校クラス担任の先生⽅との交流の実施 
  １１ ⺟校 和⽥英利先生 吉岡 勇⽃ 君  
                     来館（支援の御礼） 
         インターハイ 定時制卓球部 ２回戦敗退 
                 お⼟産を頂いた 
  １２ ⺟校生徒⾯接練習指導について（⺟校訪問） 
         上⽥校⻑ 永岡教諭 ⾯談 
  １３ ⺟校⾯接練習⾯接官 最終⾯接練習要項を送付 
         野⽥ 典氏 早川昭男氏 栗⽥⼀郎氏  
                  林洋司氏 ⼭上雅弘氏 
          ・ ⺟校教 細木祐吾先生来館（支援の御礼） 
          ・   インターハイの報告 第９位 不調であった  
                お⼟産 を頂いた 
  １４ 下松市水道局 貯水槽管理状況の 
                  調査申し込みあり 
         期間 ８⽉下旬〜１０⽉下旬 
                 委託会社 （株）タイセ 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

 会務報告 
６．１７ 登⼭部 OB 会の設⽴総会ご案内６９通投函 
  １８ 県学事文書課への電子申請は正式受理された 
          ・ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑  
             藤⽥理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 
           槌尾専務理事 会報４５号のゲラチェック  
                 再チェックを６/２０ １７︓３０〜 
            会報４５号の封筒入れ７/２９︓００〜実施する 
  ２０ 下松支部総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
                  植中支部⻑含む２６名 
    ２３ 会館内水道断水浄化槽のセンサー故障 
                  （クラシアに依頼） 

会務報告   
５．２１ 故障パソコンの代替えの新品のパソコン 
          入荷（マウスコンピューター） 
        ⽯井理事ご支援ありがとうございました 
         ・ 消防訓練実施計画 提出 下松消防本部 
   ２３ 支部間交流 案内 １８３名 
             （周南・光・熊毛・下松各支部と企業支部等） 
         ・ 定時総会祝儀の御礼状１３件投函 
         ・定時総会資料 （２０支部） 
             定時総会欠席支部へ送付  
    ２６ 広報・ホームページ員会 佃副会⻑  
              ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 



          ・ 広報・ホームページ委員会 藤⽥理事 徳原理事 
                  ⽯井理事 蔵⽥監事 
           槌尾専務理事 第２回理事会報告記載 
                  次回７⽉７日 
  ２４ 浄化槽の清掃とセンサー修理完了 （￥８３０５２） 
                    クラシア 
  ２５ 育英奨学⾦・文化体育活動助成⾦ 交付 
     今回より⺟校の依頼で育英奨学⾦は⼯業会か 
          ら直接申請者に手渡すことになった（会⻑代理 
          で専務理事が代⾏した） 
          ・ ⺟校永岡教諭（校⻑⽴会いのもと） 
          １卒業生と PTA 等による⾯接練習について 
      ・目的 ⾯接試験に向けて、諸先輩⽅の指導を仰ぐ 
                    （⾯接練習の仕上げ） 
      ＊教員の練習は回数こなしている為この時期は 
                緊張感が乏しい 
        人事などを経験された⽅がいらっしゃれば 
                なお良い 
           ・期日 ９⽉１１日（木）〜９⽉１２日（⾦）の２日間 
                （就職試験１６日から） 
           ・場所  下松⼯業高等学校内（教室） 
           ・時間  １５時４５分〜１７時１５分（約１．５時間程
度） 
           ・参加者 卒業生２~４名 PTA２~４名、（校⻑、教頭） 
           ＊１日のみの参加も可 
           ・⾯接⽅法 １日に生徒１０名（⼀人約１０分程度） 
                          を担当 
           ・備考  就職希望者は約１３０名程度  
       ＊生徒１０名×⾯接官６名（卒業生３、PTA３）× 
                ２日１２０名 
           ２企業からの中途採⽤の問い合わせについて 
       ２~３か所の企業から依頼がある 
       同窓生の再就職の希望者を紹介してほしい 
       職安との関係は心配することはない最終的には 
       職安を通すことになるので 
    １の項について 
      ⾯接者リストの提⽰ ８⽉末までに（３~４名） 
      総仕上げの⾯接ははげましの⾔葉をかけてほしい 
      質問してはいけない項目は⺟校より提⽰がある 
６．２６ 会報４５号 ３５００部 納入される（富⽥印刷）   
          ・ 日⽯ OB 会総会 下松⼯業会館１８︓３０〜 
                ⼭本支部⻑含む１４名 
             河村会⻑ 槌尾専務理事 
  ２７ 関⻄支部増本支部⻑訪問 E６０⼭本英昭氏同⾏ 
                引き続き手続きを完了 
      支部預託⾦￥１０００００ 受領（⼭本英昭氏手渡し） 
      C１８増本安男氏から １００周年記念基⾦￥１０００
００ 
                受領した 
  ２８ 熊毛支部総会 バーデンハウス三丘 １８︓００〜 
                林支部⻑含む１４名 
        河村会⻑ 藤⽥理事 

         会報４５号寄稿文の配分とハンドボールの寄稿文  
          を⻘木義雄氏に依頼した 締切期日６⽉１０日        
  ２７ 育英奨学⾦・文化体育活動事業の規約・申請等 
            を⺟校校⻑に説明 
            中村先生・槌尾専務理事 
         ・ 県議関係へ⺟校校⻑紹介 河村会⻑ 
         ・ 受章の連絡 大阪知事表彰（公共関係功労賞） 
                            髙⼭ 佳昌 氏 （Ｃ３３） 
  ３０ 税務申告 (平成２５年度分 ) ⽯津税理⼠ 
         市⺠税￥５０,０００ 県税￥２１,０００ 
６． ２ 東洋鋼鈑支部総会 健保会館 １８︓００〜 
                    薮⽥支部⻑含む３０名 
         内⼭副会⻑ 佃副会⻑ 蔵⽥監事 
   ４ 電子申請 送信 公益目的支出計画実施報告書 
                   県学事文書課 
６． ５ 定時総会・役員改選等法務局 登記資料 
                   今川司法書⼠ 届出 
   ６ 支部間交流の参加者最終確認 
                林光代表を含む２０名 ⼭本和男氏来館 
     新⼭口駅集合の上下⼭陽本線の 
             時間表１７名に送付 
         ・ 電子申請書 補正・修正で 返信あり 
                   県学事文書課 
          ・ 野球部後援宴会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
                  野⽥会⻑含む２１名 
         河村会⻑ 佃副会⻑ 藤⽥理事 ⽯井理事 
                 岩村理事 槌尾専務理事 
   ９ 電子申請書 補正・修正 を送信した 
                  県学事文書課宛て 
  １０ 広報・ホームページ委員会 
         会報４５号の原稿チェック・総会写真選別等  
                   次回の開催は理事会で 
         決める予定   佃副会⻑ 蔵⽥監事 
                                      槌尾専務理事 
  １２ 定時総会役員改選・議事録登記 完了  
                     今川司法書⼠ 
  １３ 野球部ＯＢ会総会 下松⼯業会館 １８︓００ 
                   ⼭根会⻑含む 
         槌尾専務理事 
  １４ 支部間交流会 大⾕⼭荘 １１︓００〜  
                   林代表を含む１９名 



７． ２ ⺟校へ会報Ｎo４５号 ６００通  
         ・ 会報封筒入れ作業 １６３０通 投函 
           C３３⽥中静子氏 C３４高村幸江氏 
              C３９⾦近弘子氏 
        佃副会⻑ 国弘副会⻑ 藤⽥理事 ⽯井理事 
           槌尾専務理事 
       ご協⼒有難うございました 
   ３ 労働保険更新 下松労働基監督署 
            ・ 企業支部（１２支部）７２５通 送付完了 
   ４ M４６クラス会のご案内５６通投函 
    ６ 光支部総会 松原屋 １７︓３０〜 林支部⻑含む４５名  
          河村会⻑ 国弘副会⻑ 槌尾専務理事 
      ７ 広報・ホームページ委員会 
        佃副会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
                蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        次回は７⽉２４日（木）１８︓００〜 
   ８ ２Ｆ２号室の壁補修完了 
     ・ 冨⼠高圧支部藤井支部⻑電話あり  
              １００周年記念基⾦の趣意書早く 
    １０ 消防設備等点検  東部防災 
７．１２ 登⼭部ＯＢ会 設⽴総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
         今村会⻑含む２０名   
                 槌尾専務理事（オブザーバーとして出席） 
  １８ 日⽴笠⼾支部 ビアパーティー 笠⼾ハイツ １８︓３０〜 
         内⼭支部⻑含む２５名 
          中津井理事 ⼭本監事 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
４．１６ ⺟校新旧校⻑歓送迎会 ご案内状 
                        （主要支部・本部役員等）投函 
  １７ 会報４５号の原稿案内  
                        会⻑・学年幹事１０名に投函 
    １８ 日⽴笠⼾支部総会 下松⼯業会館  
                        １８︓３０〜内⼭支部⻑含む３０名 
               早川副会⻑ ⼭本監事 
  ２１ 広報・ホームページ委員会  
                       佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事  
            槌尾専務理事 
      ・ 総会準備委員会の案内状１６名に投函 
  ２２ 支部間交流の案内状の原稿を光支部 
                       ⼭本事務局⻑が持参された 
           ・ マウスコンピューター不具合(修理で再出荷) 
  ２３ ⼭口県総務部学事文書課 主査 江澤 禎哲  
                                             主任 重本 美樹 ⾯談 
     栄光の碑の費⽤処理について⾯談 
                      （公益目的支出額の処理で了解を得た） 
  ２４ ⾏事・企画委員会開催 
       徳原委員⻑ 藤⽥理事 中村理事 ⼭本監事  
              槌尾専務理事 
     ・ ⺟校平成２６年度入学者数 
        M ４０名 S ４０名 I ３９名（２） C ４０名
（１） 

会務報告   
３．１８ パソコン故障のため ホームページ⽤パソコン 
          に⼯業会の資料移設完了 
        ⽯井理事ご支援ありがとうございました 
    ２４ 広報・ホームページ委員会 
        佃委員⻑ 内⼭副会⻑ ⽯井理事 
                槌尾専務理事 
          ・ ⾏事企画委員会 徳原理事 藤⽥理事  
                               ⼭本監事 槌尾専務理事 
    ２７ 定時総会個人会員への案内発送 １６０２通 
        吉岡正則氏 ⼭本哲夫氏 ⼭本和男氏 
               藤⽥理事 ご協⼒有難うございました 
    ２９ 下松支部 花⾒の会 ⾦輪神社 １２︓００〜 
        藤⽥副支部⻑含む２０名 
４． １ 東洋鋼鈑支部役員交代 
        新支部⻑  薮⽥ 正己（M６２） 
        新副支部⻑ 宮⽥ 健⼀（M６３） 
        新事務局⻑ 岩引 進⼀（MH０６） 
        新 会 計 椎木 隆裕（CH０９） 
           ・  ⺟校細木先生来館 登⼭部 OB 会会則 
           ・ ⺟校新校⻑ 上⽥晃久氏 
             新定時制教頭 河村正夫氏 来館 
           ・  吉兼教頭同⾏で着任挨拶 
       ２ 新旧職員歓送迎会 笠⼾ハイツ １８︓００〜 
      河村会⻑ 



        定 ７名（４） 合計 １６６名（４） 
  ２８ 北⽃町清掃日５⽉１８日(参加了承) 
       参加者 藤⽥理事 植中支部⻑ 蔵⽥監事 
             白井監事 槌尾専務理事 
  ３０ マウスコンピューター不具合(修理で再入荷したが) 
      新品交換の要求し了承された（５⽉２１日入荷の予定） 
５． ７ 企業・地域代表者懇談会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
      河村会⻑含む３３名 
   ９ トクヤマ支部総会 徳⼭健保会館１８︓００〜 
          河野⾕支部⻑含む３０名 河村会⻑ 槌尾専務理事 
        新支部⻑ 森藤 徹彦（Ｃ５６） 
        副支部⻑ 靹川 浩二（ＣＨ０９） 
        事務局⻑ 熊川 利之（MH０１） 
 
５．１２ 講師 ⿊⽥義則先生 講演⽤プロジェクターの 
                     摺合せに⺟校を訪問 
         中村先生にご教⽰頂いた 
                   (⺟校のプロジェクターを借⽤) 
          ・ 広報・ホームページ委員会 
          佃委員⻑ 内⼭副委員⻑ 徳原理事 
                   ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
          総会展⽰⽤写真の作製 
  １３ 総会準備委員会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
         早川副会⻑含む１７名 
  １５ 新旧校⻑歓送迎会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
   １６ ⼭口県高等学校定時制通信制振興協会理事会  
                 ⼭口高校   槌尾専務理事 
  １７ 定時総会 きらぼし館 １３︓００〜  
          河村会⻑含む １１７名（来賓９名含） 
     新副会⻑に 佃俊之氏（C４１）・国弘成文氏（C４２）就
任 
     新理事に  中津井均氏（MH１０）就任 
 １８ 北⽃町清掃 下松支部 植中支部⻑ 白井下松支部監事 
     本部 藤⽥理事 ⽯井理事 槌尾専務理事 
     ご協⼒有難うございました。 

   ７ 広報・ホームページ委員会 
        佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事  
                 槌尾 

 

 

平成２５年年度（2013 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告   
１．１５ 消防⽤設備点検  東部防災 
  １７ 広報・ホームページ委員会 
   佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事 槌尾専務理事  
    ２４ 下松市役所支部総会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
     清木支部⻑含む１３名 
     河村会⻑ 槌尾専務理事 
        ・ 会報「七彩」２号 ６１０部 ⺟校へ 
          （生徒・教職員・ＰＴＡ評議会） 
        ・入会申込書 １６０名分 ⺟校へ届ける 
  ２７ ＰＴＡ評議会 ⺟校 １３︓３０〜 
         河村会⻑ 槌尾専務理事 
  ２８ 会報「七彩」２号 封筒入れ 発送開始 
         早川副会⻑ 佃理事 藤⽥理事 

第１１回の事務局日報は第１２回にまとめて掲載しました。 



                  ⽥中静子氏（Ｃ３３）高村幸江氏（Ｃ３４） 
                  ⾦近弘子氏（Ｃ３９） 
  ２９ 会報「七彩」２号 封筒入れ  
         早川副会⻑ 藤⽥理事 ⽯井理事  
                  国弘理事 
                 ⼭本監事 
                 ⽥中静子氏（Ｃ３３）高村幸江氏（Ｃ３４） 
                  ⾦近弘子氏（Ｃ３９） 
  ３０ 公益法人制度改⾰に関する説明会 県庁 
                 槌尾専務理事  
       ・ 会報「七彩」２号 封筒入れ （個人あて終了） 
     ⽥中静子氏（Ｃ３３）高村幸江氏（Ｃ３４） 
          ⾦近弘子氏（Ｃ３９） 
     ご協⼒有難うございました 
        ・ 入会⾦・年会費 納入 全日制 １５３名分 
            中村先生持参 
       入会予定数 全日制 １５３名（８名)  
            定時制 ８名（１名） 
        合計 １６１名（９名） 
２．４ 支部⻑変更 
         下松運輸支部    新開 薫 氏 （Ｅ４７） 
         大晃機械⼯業支部  有間 省三 氏（Ｅ５４） 
   ５ 会報「七彩」２号 発送部数について 
        個人 ８９１９通 支部 （２９支部）１３１１通 
               ⺟校 ６１０通 
         合計 １０８４０通 
  ６ 下松支部 花⾒の会 ご案内 ５７名 
                 近隣支部６支部 
   ７ 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
         佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事  
                  ⽯井理事 槌尾専務理事 
          委員会後新年会 
 ９ 麻雀大会 下松⼯業会館 １０︓００〜１５︓００ 
          優  勝 河野⾕ 功 氏（Ｅ４９） ２８名 
          徳原理事ご協⼒有難うございました 
１０ 緊急理事会(槌尾専務理事緊急入院の為) 
         事務局の対応等について協議 
         柳井支部支部員表彰について 
                (有永房夫氏 M４２ 末廣栄治氏 M４０) 
        出席理事 河村理事 早川副会⻑  
                 内⼭副会⻑ 栗⽥理事 徳原理事 
        藤⽥理事 岩村理事 ⽯井理事 中村理事  
                ⼭本監事 
     ・ 東ソー四日市支部からメールあり 
   支部⻑名が間違っている 片⼭洋志 → 片野洋志 
               訂正済み 
１２ 消費税伴う郵便料⾦の値上げについて 
          松⾕氏(徳⼭郵便局)⾒積もり持参 
     ・ 防府支部総会について 
     ・    宮川支部⻑電話あり ２６/８⽉下旬予定 
１７ 日本ポリウレタン⼯業支部(半⽥氏)来館 
          平成２５年度年会費持参された 



                     （￥４３０００）領収書発送済み 
     ・ 第１１回 定例理事会 
    入会式と昼⾷歓迎会の役員の出席者の確認 
        河村会⻑ 早川副会⻑ 内⼭副会⻑ 栗⽥理事 
         藤⽥理事 国弘理事 
 ゴルフ大会 １０⽉７日（⽕） 
 当直について 
２．２２ 柳井支部総会（第３０回記念総会） ベルゼ  
                    １８︓３０〜  
                   藤沢支部⻑含む３６名 
         河村会⻑ 藤⽥理事 
       ・ ＮＰＯ法人弁慶号を愛する会より感謝状を授与される 
        内⼭副会⻑ 「ほしらんどくだまつ」 
  ２８ 入会式 ⺟校 ９︓００〜 
         同窓会会⻑賞 ５名 
        河村会⻑ 早川副会⻑ 内⼭副会⻑ 
               栗⽥理事 藤⽥理事 
                中村理事 国弘理事 
      ・ 学年幹事昼⾷歓迎会 下松⼯業会館 １３︓００〜 
      河村会⻑含む１６名  
        村中校⻑ ＭＨ２６井川貴裕氏 ＭＨ２６⻄⽥成弥氏  
        ＳＨ２６佐々木健輔氏 ＳＨ２６⻄村 望氏  
        ＩＨ２６岩本慎哉氏 
        ＩＨ２６⼭⽥拓哉氏 ＣＨ２６香⻄裕次郎  
        ＣＨ２６杉村卓哉氏 
         欠席 定時制 ４MH２６⽯村 亮太朗氏  
                            ４MH 松原 直樹氏 
  ・ ⺟校学校新聞 ３００通  受領 
３．１ 卒業証書授与式  ⺟校 １０︓００〜 
         河村会⻑ 早川副会⻑ 
  ３ 地域支部交流会打ち合わせ 
                下松⼯業会館 １３︓３０〜 
         周南支部⼭本支部⻑ 光支部⼭本事務局⻑ 
                  下松支部藤⽥副支部⻑ 
                槌尾専務理事 
        日帰り旅⾏ 大⾕⼭荘 予定 平成２６年６⽉７日 
       ・ 広報・ホームページ委員会 
        佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 
  ４ 親睦ボウリング大会 くだまつスポーツセンター  
                   １８︓３０〜 
         河村会⻑含む３５名 
         懇親会 下松⼯業会館 ２０︓００〜 
         河村会⻑含む１８名 
  ５ 佐川急便 清水氏来館 
         現⾦支払いを銀⾏振り込みの変更願あり 
  ７ ⺟校より定時制卒者 入会⾦・年会費  
                   ８名分 の受領した 
 １０ 広報・ホームページ委員会 
      佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告   
 １２．７ ⺟校登⼭部全国制覇優勝祝賀会  

会務報告 
 １１．２１ ⼀泊交流会  大城 １８︓３０〜 



              下松⼯業会館 １１︓３０〜 河村会⻑含む４４名 
       ７ 岩国支部総会  開花亭 １８︓３０〜 
              沖本支部⻑含む２３名 
 １２．９ 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 １８︓００
〜 
              佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事  
              蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   １３ ⽕災保険更新手続き 完了 若⼭⽯油 
   １５ 第５回定期演奏会 ⺟校吹奏楽部 
              くだまつスターピア１３︓００〜 
          早川副会⻑ 槌尾専務理事 （約５００名） 
   １６ 広報・ホームページ委員会  
              下松⼯業会館 １８︓００〜 
          徳原理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   ２５ 広報・ホームページ委員会 
             下松⼯業会館 １８︓００〜 
          佃委員⻑ 内⼭副会⻑ ⽯井理事 
                  蔵⽥理事 槌尾専務理事 
      ・ 下松市役所支部 井内氏来館総会案内持参 
   ２７ 広報・ホームページ委員会 
         佃委員⻑ 河村会⻑ ⼭本社⻑  
                  ⽯井理事 槌尾専務理事 
          ＣＤのトラブルで原稿再加⼯することになり 
                    佃委員⻑にご迷惑をおかけすることになった 
 ２６．１．６ ⺟校に新年あいさつ 
                  村中校⻑ 古屋事務⻑ 事務⽅ 
      ・ ⺟校⽥村野球部⻑来館 野球部寄付振込⽤紙の 
               挨拶文とのホッチイキス⽌めの改善の申込みあり 
               （会員からの苦情により） 申込了承した 
     ７ 「七彩」原稿と写真のＵＳＢを富⽥印刷に提出 
          佃委員⻑ ⼭本社⻑ 槌尾専務理事 
          ８ 創⽴記念事業「思春期教育講演会」 
                    ⺟校体育館 １０︓４５〜 
                    講師 内⽥ 美智子 先生 
                            河村会⻑ 槌尾専務理事 
                                 （下松⼯業会広島支部補助による） 

          河村会⻑含む２３名 
     ・  年末調整説明会 くだまつスターピア 
                   １０︓３０〜 
     ２４ 東京支部総会 東海大学交友会館 １４︓００〜 
          岡野支部⻑を含む２７名  
                   新支部⻑ ⼟⾕康夫氏 M４２ 
          河村会⻑ 早川副会⻑ 
     ２６ 第５１回技能五輪全国大会  
                   ⾦メダル（電気溶接） 
          ⽥上 裕平 氏 MH２３ ㈱日⽴製作所  
                    笠⼾事業所 
     ３０ 福岡支部総会 ホテル⼩倉 １２︓００〜 
         福⽥代表含む１３名  次回開催日 
                 平成２６年１１⽉８日（⼟） 
                河村会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
                支部⻑ 福⽥忠義 M３７ 
               副支部⻑ 藤井正彦 M３７  
                事務局⻑ 重岡哲夫 C４１ 
          ・  大島支部総会 ベルゼ １８︓３０〜 
                 川端支部⻑含む１３名    
                 早川副会⻑ 内⼭副会⻑ 
 １２． ２ 広報・ホームページ委員会 下松⼯業会館 
                                                   １８︓００〜 
                 佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
                 蔵⽥監事 槌尾専務理事 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
 １０．２２ 剪定作業 傷害保険契約 
                      アイ・プランニング㈱（１０名） 
        ２３ ⼀泊交流会ご案内 ９支部（地域支部） 
                          ⺟校校⻑含む４名 １４役員  
     ２５ 広島支部総会 ひろ⾥ １８︓３０〜 
       早川副会⻑ 槌尾専務理事 ⻄⽅副支部⻑含む８名 
    ２８ 広報・ホームページ委員会 
       佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事  
              蔵⽥監事 槌尾専務理事 
     ２９ 企業・地域代表者懇親会 各支部 元役員  
              役員 ご案内投函 
     ３０ 登⼭部優勝祝賀会のご案内 登⼭部ＯＢ６２名  
              各支部(１５支部)投函 
              ・  Ｃ２６クラス会 松村代表含む１２名 槌尾専務理

会務報告 
  ９．２８ 周南支部総会 ザ・グラマシー１７︓００〜 
                ⼭本支部⻑含む ３２名 本部 河村会⻑  
    ３０ 広報・ホームページ委員会 
       伊藤氏歓迎会（会終了後）佃委員⻑含む７名 
 １０．４  剪定作業 日程打ち合わせ会 ⺟校 １３︓３０〜 
       栗⽥委員⻑を含む６名 
    ７  広報・ホームページ委員会 
       佃委員⻑を含む６名 
    ８  広報・ホームページ委員会 
       佃委員⻑ ⼭本社⻑ 槌尾専務理事  
   １０  第２２回ゴルフ大会 中須ゴルフ倶楽部 ７９名 
   １１  文化体育活動助成⾦交付 
               （⺟校吹奏楽部定期演奏会広告代） 
   １７  広報・ホームページ委員会 



事 
              ・  企業・地域代表者懇親会⺟校ご案内 
                 村中校⻑ 吉兼教頭 河村定時制教頭  
                    古屋事務⻑ 松本主任⽥村野球部部⻑ 堤監督 
 １１．１ 登⼭部優勝祝賀会 ご案内 
         ⺟校 村中校⻑ 吉兼教頭 古屋事務⻑ 
                       細木祐吾顧問 岡林善光顧問 
                       柴川 明顧問 に投函 
    ９ ⺟校樹木剪定作業 ８︓３０〜１４︓００ 
        栗⽥委員⻑ 河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事 
               佃理事 国弘理事 蔵⽥監事 大木孝⾏氏 
               槌尾専務理事 
    １１ 広報・ホームページ委員会 
        佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事  
                蔵⽥監事 槌尾専務理事 
 
      次回平成２５年１１⽉２５日１８︓００〜 
      
 １１．１２ ⺟校校⻑より剪定作業のお礼の電話あり、 
               ⺟校樹木選定作業について⾏き届いた剪定作業 
               の完了に河村会⻑以下参加者の皆様によろしく 
        特に松の剪定を賞賛されていた 
       １４ 剪定作業打ち上げ会  
             下松⼯業会館 ３F 和室 １８︓００〜 
                        栗⽥委員⻑含む７名 
       １６ ⺟校文化祭 
       「写真と俳句の詩的空間」写真︓⾦井道子 
              俳句︓河村正浩 
         作品 ７点    早川副会⻑ 槌尾専務理事 
       １７ さくらクラブの会 
       代表藤本弘子氏含む１１名 
        河村会⻑ 早川副会⻑ ⽯井理事 槌尾専務理事 
       役員について 
        代   表   藤本 弘子氏 E４７ 
        副 代 表  笠井 裕美氏 IH２５ 
        幹   事   日野 保惠氏 C３３  
                                ⽥中 静子氏 C３３ 
                  高村 幸江氏 C３４   
                                 藤⽥ 圭子氏 C３４ 
                  ⾦近 弘子氏 C３９ 
 

       佃委員⻑含む５名 
   １９  学年幹事懇親会 下松⼯業会館３F 和室 
       河村会⻑含む６名 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
８．２８ 周南支部総会のご案内文 会員８２通 
             近隣支部７通 発送 
   ２４ 学年幹事懇親会ご案内文 ６１名 発送 
９． ２ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑含む５名 
      佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事  
            蔵⽥監事 槌尾専務理事 
      「七彩」２号の寄稿文の配置等について 
   ３ 福岡支部再生会合 ステーションホテル⼩倉  
                                    １２︓３０〜 
      本  部 河村会⻑ 槌尾専務理事 

会務報告 
７．２２ 役員ビア・パーティー  河村会⻑含む１６名 
  ２４ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑含む５名 
  ２５ 文化祭講師 ゆら体操 川岡先生に依頼したが 
          辞退された。 
  ２６ 消防設備等点検表  東部防災㈱ 持参 
  ２９ 防府支部総会ご案内 ⺟校校⻑宛（⺟校事務所に） 
        ・  ガスの使⽤を中⽌(ソリッゾ原⽥社⻑より提⾔あり) 
           ２階・３階各室 
      必要時は電気コンロ及び携帯ガスコンロで対応する 
  ３０ 志 故市川先生の奥様(テル子様より) １００,０００円 



      福岡支部 福⽥忠義氏（Ｍ３７）藤井正彦氏（Ｍ３７） 
                          重岡哲男氏（Ｃ４１） 
   ６ 防府支部総会 「割烹」中⾕ １８︓００〜 
                         宮川支部⻑含む３０名 
         河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事  
                 中村理事 槌尾専務理事 
   ７ ⺟校体育祭 ⺟校 ９︓００〜 
         河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事 
                 国弘理事 植中支部⻑ 
        今年度より競技に参加した    槌尾専務理事 
   ９ 広報・ホームページ委員会 
         徳原理事 槌尾専務理事  
   １１ 第２２回ゴルフ大会組み合わせ表 作成 
      渡辺孝之氏 徳原理事 藤⽥理事 槌尾専務理事 
  １３ 萩市須佐総合事務所 義援⾦ 贈呈 
      河村会⻑ 槌尾専務理事 
  １８ 東京支部総会の案内 ５３４通 発送 
           ・ さくらクラブご案内 ２４通 発送 
  １９ 福岡支部（福岡懇談会）創設ご案内 １０７名発送 
        ・ C３９クラス会のご案内 ７１通発送した 
   
    ２０ ⺟校吹奏楽部担当 柳井先生より 吹奏楽部 
                                広告代の依頼あり 
          ・ 下松支部 名⽉鑑賞会 植中支部⻑含む２２名 
      河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事 佃理事 
           国広理事 槌尾専務理事 
          ・ 平成２６年度定時総会 講演演題名 
              ⿊⽥先生持参された 
      演題 「⼭の話あれこれ」 

          ご息⼥がご持参、下松⼯業会会計基⾦に預託した。 
  ３１ Ｃ３８関 信⾏氏 ９０周年に続き１００周年の募⾦には 
          賛同しかねる、脱会を申し出。 
       （但し、野球部の寄付は続⾏する） 
    ・  広報・ホームページ委員会佃委員⻑を含む５名 
８． １ 育英奨学⾦ ４８０,０００円（８名） ⺟校へ交付 
   ２ さくらクラブ世話人会 Ｅ４７藤本弘子代表  
          Ｃ３３⽥中静子氏 Ｃ３４高村幸江氏 Ｃ３９⾦近弘子
氏 
        開催日 平成２５年１１⽉１７日(日)１１︓３０〜 
        場 所 下松⼯業会館 ３Ｆ 会議室  
                          会費￥２,０００/人 
   ６ 育英奨学⾦ ６０,０００円（１名） 
          文化体育活動助成⾦ ５,０００円 （定時制 柔道 １
名） 
    ６ ⺟校登⼭部 高校総体で初優勝の知らせを⺟校 
          校⻑室で 
     ・ 河村会⻑ 早川副会⻑ 内⼭副会⻑ 
            ⺟校登⼭部初優勝を連絡 
     ・ 災害ボランティア活動資料持参 
             日⽴笠⼾支部 奈良⼭氏 
   ７ ⺟校登⼭部 全国制覇 歓迎式典に取材 
         ⽯井理事 槌尾専務理事 
          ・ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑を含む６名 
       内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 伊藤部員 
             槌尾専務理事 
       ⼯業会ホームページに登⼭部全国制覇の 
              歓迎式典記載 
   ８ 萩市須佐に災害ボランティアの参加者を役員に呼び 
          掛け 依頼あり 
      ８/２４・２５で５名程度の参加者を報告した 
  １２ 九州支部再生について 
      平成２５年９⽉３日 １１︓００〜 於いて ⼩倉 
        Ｍ３７福⽥忠義氏 Ｍ３７藤井正彦氏 
             Ｃ４１重岡哲夫氏 
     ・ 周南支部総会ご案内（須佐災害ボランティアへの 
             参加依頼を同封）８１通 
     ・ ⺟校村中校⻑・細木教諭来館 
        登⼭部初優勝の報告と支援の御礼で   
        登⼭部初優勝の記念広告の依頼で(⼭口新聞) 
        下松⼯業会広島支部から寄付の支援を 
                 平成２６年度講演会の費⽤ 計画する旨の報告を 
         頂いた（８/１３広島支部⻄⽅氏らか連絡あり） 
  １３ 防府支部総会に役員全員にご案内送付した 
     ・ 周南支部総会ご案内を近隣支部(７支部)と 
             河村会⻑  早川副会⻑ 内⼭副会⻑に送付した 
  １９ 萩市須佐歴史資料館災害ボランティア参加者に 
          参加資料配布（FAX） 
  ２１ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑含む６名 
      内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 
           槌尾専務理事 
  ２３ 災害ボランティアの作業中⽌の連絡あり 



       萩市須佐総合事務所 板井次⻑より 
       参加者全員に中⽌の連絡をした 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 
  ６．２５ 防府支部宮川氏より名簿が届いた。 
        後日初会合の日程を連絡することであった 
     ・ 下松市役所支部 井内氏 定時総会 議事録に 
               署名捺印 を頂いた 
    ２６ ⺟校へ会報Ｎo４４号 ５９０通  
    ２７ 文化体育活動事業 給付⾦交付(⺟校) ２５,０００
円 
    ２８ 日⽯ＯＢ支部総会 下松⼯業会館  
              平成２５年６⽉２８日 １８︓３０〜 
       ⼭本支部⻑を含む１５名 河村会⻑ 佃理事 
    ２９ 熊毛支部総会 ふれあいセンター １７︓００〜  
       林支部⻑含む１１名 
       河村会⻑ 内⼭副会⻑ 
  ７． １ 会報Ｎo４４号発送 １４２６通 封筒入れ発送完了 
        Ｃ３３⽥中静子氏 Ｃ３４高村幸江氏 
               Ｃ３９⾦近弘子氏 
        Ｃ４４藤⽥義孝氏 ご協⼒ありがとうございました。 
     ２ 労働保険更新 スターピアくだまつ(労働基準局) 
     ・   企業支部（１２支部）７４０通 送付完了 
      ４ 防府支部再生について(宮川氏他２名)連絡あり 
        平成２５年７⽉１８日（⼟）１８︓００〜 防府市 
        河村会⻑ 槌尾専務理事 
     ・ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 内⼭副会⻑  
              徳原理事  ⽯井理事 槌尾専務理事 
     ５ 消防設備等点検  東部防災（橋本氏を含む２名） 
          ・ パソコン入荷（マウス・コンピュウター） 
     ６ 光支部総会 松原屋 １７︓３０〜 
             林支部⻑含む４３名  
       内⼭副会⻑ ⽯井理事 
     ８ ４７年卒業生の同窓会 案内状発送 （１６３名） 
    １０ 広報・ホームページ委員会 
       内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事  
              伊藤部員 槌尾 
       ＥＨ０４伊藤肇氏を部員で委員会に(今日から) 
    １４ ⺟校野球部 第１回戦 ７︓０で防府⻄高を下した 
             （周南球場） 
    １７ 広報・ホームページ委員会 １８︓００〜     
    ７．１８ 防府支部再生打ち合わせ 
       場所 割烹「中⾕」防府市中央町５－１５ 
                     0835-22-0622 
       本部    河村会⻑ 槌尾専務理事 
       防府支部  宮川 豊氏（M３４）  
                              村井 俊夫氏（M３６） 
                              伊藤 雄三氏（E３８） 
              平成１１年に支部活動休⽌ 
              総会案内は防府市内の在住者全員と⼭口市内１部 
    １９ 日⽴笠⼾支部 ビア・パーティー 笠⼾ハイツ  
                １８︓３０〜 

会務報告 
５．２２ 総会欠席支部１１支部 総会祝儀 の御礼文７件 発送 
   ・ 神⽥佳郎氏に感謝状を手渡した 
   ・ 日本ポリウレタン⼯業支部支部⻑交代 
     新支部⻑ 兼重章二氏 （E６２） 
  ２４ 下松市役所固定資産課⽥村氏・⻄村氏来館 
     固定資産減免申請 却下の説明で 
    ２６ 下松市北⽃町自治会清掃の参加 
     河村会⻑ 藤⽥理事 ⽯井理事 国弘理事 
        下松支部⻑植中新太郎氏 
     下松支部 藤⽥義孝氏 槌尾専務理事 
          ご協⼒ありがとう御座いました 
  ２８ 大晃機械社葬 元野球部後援会⻑ 
         木村貞明氏（C１７）ベルゼ 
     河村会⻑ 元専務理事弘実法造 槌尾専務理事 
   ・ 公益目的支出計画実施報告書の電子申請の 
          写し県学事文書課 林主査に届出 
５．２９ 生徒支援事業の申請書 ⺟校に届出 
   ・ M３４⿊⽥義則氏に平成２６年度講演講師の 
          内諾頂くようお願いした 
    ３０ 学事文書課林主査 電話あり 
     電子申請の資料のご指導を得た 
      
５．３０ 期末税務申告 ⽯津税理⼠先生来館 
     国・県・市 申告書に署名捺印 申請書は 
          ⽯津先生が提出第 
  ３１ 東洋鋼鈑支部総会 健保会館 
        １８︓００〜 広澤支部⻑含む３５名 
   ・ 期末納税 県 ￥２１,０００ 市 ￥５０,０００ 
   ・ さくらクラブ代表藤本代表に 今年度の開催の 
          ご検討をお願いした 
６・ ３ 公益目的支出計画実施報告書の電子申請の 
          届出完了 
   ４ ⽯津先生来館 期末税務申告書の 
          本署持参された 
   ・ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 
         徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事  槌尾専務理事 
   ６ バナー広告代の請求書 ７社に発送 
   ７ 野球部後援会総会 ⼯業会館 
        １８︓００〜 野⽥会⻑含む２１名 
     早川副会⻑ 岩村理事 佃理事 槌尾専務理事 
  １１ 「栄光の碑」除幕式 １６︓００〜 ⺟校校庭 
     河村会⻑ 早川副会⻑ 栗⽥理事 徳原理事 
         ⽯井理事 佃理事 中村理事 国弘理事 
         蔵⽥監事 槌尾専務理事 
     目録贈呈 
     ・ 庭木プロジェックト︓校庭の庭木下⾒ 栗⽥理事 
         中村理事 国弘理事 大木氏 
    ・ 広報・ホームページ委員会 会報 No４４号ゲラの検討 



       内⼭支部⻑含む２３名 
    ２０ ⺟校野球部 第２回戦 ７︓０で下松高校を下した 
              （周南球場） 
    ２２ ⺟校野球部 第３回戦 ０︓９で高川高校に敗北した 
               （周南球場） 

     佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 
         槌尾専務理事 
  １２ 文化体育活動支援事の申請書持参された 
         中村理事来館 
     登⼭・弓道 
  １４ 野球部 OB 会総会 ⼭根会⻑含む２０名 
     槌尾専務理事 岩村理事 
    ・ 防府支部再生の対応について 宮川豊氏 
         岡⽥隆夫氏 中村幹彦氏 
      ご支援の依頼を発送した 
  ２１ 防府支部宮川豊氏に 防府市 ⼭口市の 
          在住の名簿を発送した 
    ・ 下松支部総会 下松⼯業会館 
         １８・３０〜 植中支部⻑含む３２名 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
４．１９ 日⽴笠⼾支部総会 下松⼯業会館 
        １８︓３０〜内⼭支部⻑含む３２名 
     早川副会⻑ ⼭本監事 
  ２２ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 
         内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 槌尾専務理事 
   ・ 公益目的支出計画実施報告書の資料 
        県学事文書課の発送 
  ２４ 会報４４号の寄稿依頼文書送付 
        ⺟校 校⻑ 両教頭 学年幹事１０名  河村会⻑ 
  ３０ 県学事文書課よりメール届く 
        報告書の資料の修正のご教⽰あり 
    担当は重兼氏より林主査に引き継ぎになった 
５． １ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑  徳原理事 
       ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
      ２ 公益目的支出計画実施報告の研修会 
        ⼭口県庁 槌尾専務理事 
 
５． ７ 企業・地域代表者懇談会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
     河村会⻑含む３５名 
     ８ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 
        内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
       蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   ９ 県学事文書課 林主査に貸借対照表内訳書と 
         正味財産増減計算書内訳書の会計区分わけに 
         ついて、ご教⽰頂いた 
  １０ ㈱トクヤマ支部総会徳⼭健保会館 
        １８︓００〜 河野⾕支部⻑含む４６名 
    河村会⻑ 岩村理事 槌尾専務理事 
    名称変更 下松⼯業会 トクヤマ支部 
  １４ 総会準備委員会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
     早川副会⻑含む１７名 
  １５ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑ 
        内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 
       槌尾専務理事 
  １７ ⼭口県高等学校定時制通信制振興協会理事会 
        ⼭口高校   槌尾専務理事 

会務報告 
３．１５ ⾏事企画委員会 下松⼯業会館 徳原委員⻑含む６名 
  １８ 企業支部へ総会案内と委任状を送付 
      トクヤマ・東ソー・日新・出光・昭和電⼯・ 
          日ポリ・日⽴・下松市役所 
          冨⼠高圧・日進・日⽯ OB・東洋鋼鈑（総会案内のみ） 
  ２１ ⼀般会員へ定時総会案内発送 
     下松市内２７１通 下松市外県内７７１通 県外２５８通 
          計１４００通 投函 
  ２６ 栄光の碑の納采の書類 受領  ⼭口教育庁 
  ２７ 定時総会ご案内を持参 
     下松市⻑ ⺟校 校⻑・教頭・定時制教頭・事務⻑・ 
          事務主査・監督・野球部⻑ 
       ・ 定時総会案内と企業・地域代表者懇談会ご案内 
         ８８通 送付した 
       ・ ⼭崎礼子先生歓迎会のご案内 ７４通 送付した 
４． １ 厚生年⾦保険・健康保険の調査について 
         日本年⾦機構の委託会社アイ・シー・アール 
        伊藤氏来館 
   ２ ⺟校職員歓送迎会 笠⼾ハイツ １８︓００〜 
      河村会⻑ 
   ９ 監査 濵⾕監事  蔵⽥監事 ⼭本監事来館 
      監査完了 
         （通常監査・公益目的支出事業の監査報告） 
         ・ 広報・ホームページ委員会 
         佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
          蔵⽥監事 槌尾専務理事 
  １２ 花⾒の会 下松支部 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
     植中支部⻑含む１８名 



   ・ 前夜祭 下松⼯業会 １８︓３０〜 
        河村会⻑含む２１名 
  １８ 定時総会 きらぼし館 １３︓００〜 
        河村会⻑含む １３０名 

 

 

平成２４年年度（2012 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告 
２．２２ 入会⾦・年会費 全日制 １５４名 受領 
    ２３ 柳井支部総会 ベルゼ １８︓３０〜   
           藤沢支部⻑含む４０名 
      河村会⻑ 内⼭副会⻑ 
  ２５ 入会のしおり １６０部 ⺟校へ 
       ・ 栄光の碑 寄付書 提出 (⺟校へ) 
    ２８ 入会式 １６０名  ⺟校９︓００〜１０︓００ 
        河村会⻑ 早川副会⻑ 栗⽥理事  
               藤⽥理事 佃理事  
               中村理事理 国弘理事 
       ・ 学年幹事昼⾷歓迎会 １３︓００〜１４︓３０ 
         村中校⻑ 学年幹事 ８名 河村会⻑含む６名 
            （１５名） 
３．１   卒業証書授与式 ⺟校 １０︓００〜１１︓２０ 
         河村会⻑ 早川副会⻑ 内⼭副会⻑ 
  ４   学校新聞 ３００部 受領 
    ５  親睦ボウリング大会   ボウリング ３７名 
        懇親会 １８名 
    ・ 入会⾦・年会費 定時制 ６名 受領 

会務報告 
１． １５ 会報「七彩」創刊号 ５８０部⺟校へ 
     １６ 円筒 １６０名分寄贈（⺟校卒業生） 
     １８ 下松市役所支部総会  
            新支部⻑ 清木 猛 氏（Ｃ５０）を含む１６名 
        河村会⻑ 槌尾専務理事 
     １９ 光支部⼭本事務局⻑のご協⼒で 
            封筒印刷２０００枚合計３０００枚完了 
   ２１ 空調設置完了 ヤマダ電機￥７０００００ 
            支払完了（３Ｆ会議室） 
      ２２ 会報「七彩」創刊号の発送開始 
        ⽥中静子氏（Ｃ３３）高村幸江氏（Ｃ３４） 
            ⾦近弘子氏（Ｃ３９） 
        早川副会⻑ 徳原理事 栗⽥理事 
           佃理事 国弘理事 
        発送 県外１１６７通 県内 ５４５通  
                    下松市内２６２通 
             合計 １９７４通   企業支部  ２９支部   
               １２８２通 
          ・ 親睦ボウリング大会支部ご案内 
           １８支部・個人ご案内 １１５通投函 
    ２３ 会報発送 ⽥中静子氏（Ｃ３３） 
                            高村幸江氏（Ｃ３４） 
                            ⾦近弘子氏（Ｃ３９）  
                 早川副会⻑ 佃理事 国弘理事  
        下松市内 １０００通 下松市外県内 ３１４４通 
                 県外 ３９６通 
          ⼩計 ４５４０通 合計 ６５１４通 
           ・ 平成２５年度償却資産申請書  
                  下松市役所固定資産課 提出 
    ２４ 会報発送 ⽥中静子氏（Ｃ３３） 
                高村幸江氏（Ｃ３４）⾦近弘子氏 
                （Ｃ３９） 早川副会⻑ 佃理事 国弘理事 
       下松市内 １３７６通 下松市外県内 １１２７通 
               ⼩計 ２５０３通 
        合計 ９０１７通 ⺟校 ５８０通 ２９支部 
               １２８２通 
        総合計  １０８７９通  発送完了 
        発送にご協⼒いただいた皆様に感謝と 
                御礼を申し上げます。 
          ・ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）定期点検実施 
                と報告完了 
              下松市消防本部  点検業者 東部防災㈱ 
          ・ ＰＴＡ評議会 ⺟校会議室  １３︓３０〜 
                 早川副会⻑ 槌尾専務理事 



  １．２５ 学年幹事歓迎昼⾷会ご案内 
        ⺟校村中校⻑ 学年幹事 ⼯業会役員 
               ご案内発送 
        新入会者への住所変更届はがき ７０名分⺟校へ 
           ・ 野球部後援会新年宴会 大城 １８︓３０〜 
                河村会⻑ 岩村理事 国弘理事 
  ２． １０ 親睦麻雀大会 下松⼯業会館 ３Ｆ 
                 会議室 １０︓００〜１５︓００ 
              優勝 武居孝雄氏（C４０） 
              内⼭副会⻑含む２６名 参加者・藤⽥理事 
                  蔵⽥監事 御礼 
                    申し上げます。 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告 
１１．２２  広報・ホームページ委員会 会報「七彩」 
             創刊号の打ち合わせ 
        佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
             槌尾専務理事 
      ２４  東京支部総会 居酒屋「松竹梅」１７︓００〜 
              岡野支部⻑含む１２名 
          藤⽥理事 槌尾専務理事 
       ２７  広報・ホームページ委員会  
                ホームページ入⼒研修会 
        内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
       ２９  広報・ホームページ委員会 
               ホームページ入⼒研修会 
           佃理事 徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 
               槌尾専務理事 
               ・空調設備 ヤマダ電機発注￥７０００００ 
               （起案書承認） 
１２． １  岩国支部総会 開花亭 １８︓００〜    
              沖本支部⻑含む１２名 
              ⼭本監事 槌尾専務理事 
      ・大島支部総会 おさむらい茶屋 １８︓３０〜  
               川端支部⻑含む１６名 
        河村会⻑ 佃理事 

会務報告 
１１．２２ 広報・ホームページ委員会 会報「七彩」創刊号 
            の打ち合わせ 
             佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
             槌尾専務理事 
      ２４ 東京支部総会 居酒屋「松竹梅」１７︓００〜 
             岡野支部⻑含む１２名 
        藤⽥理事 槌尾専務理事 
      ２７ 広報・ホームページ委員会 
           ホームページ入⼒研修会 
        内⼭副会⻑ 槌尾専務理事 
      ２９ 広報・ホームページ委員会  
            ホームページ入⼒研修会 
        佃理事 徳原理事 ⽯井理事 蔵⽥監事  
              槌尾専務理事 
            ・空調設備 ヤマダ電機発注 
             ￥７０００００（起案書承認） 
１２． １ 岩国支部総会 開花亭 １８︓００〜    
             沖本支部⻑含む１２名 
              ⼭本監事 槌尾専務理事 
     ・大島支部総会 おさむらい茶屋 １８︓３０〜 
              川端支部⻑含む１６名 
        河村会⻑ 佃理事 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
１０．２４ 岩国支部総会ご案内 ９５通投函 
   ２６ 調査研究委員会の開催ご案内 ６名投函 
      ２９ 広報・ホームページ委員会 
          ホームページ入⼒研修会 
     佃委員⻑ 内⼭副会⻑ ⽯井理事 
         槌尾専務理事 
      ・支部懇談会 ご案内 ６０通投函 
１１． ３ ⺟校元校⻑ 兼⽥ 康史 氏  
            褒章受章 瑞宝⼩綬章 祝電 配信 
    ６ 広報・ホームページ委員会  
           ホームページ入⼒研修会 
      内⼭副会⻑ ⽯井理事 蔵⽥監事 
           槌尾専務理事 
    ８ ⺟校文化祭準備委員会 藤⽥理事 

会務報告 
１０． ５  ⾏事企画委員会 七彩会ゴルフ大会 
           最終組合せ表の打ち合わせ 
      徳原委員⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 
       ・ 広報・ホームページ委員会  
              ホームページ入⼒研修会 
         佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 
              ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   １０  第２１回七彩会ゴルフ大会  
             中須ゴルフ倶楽部  ７９名 
   １５  広報・ホームページ委員会  
             ホームページ入⼒研修会 
      佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 
           ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   １９  クラス会 M４５ 幹事 清水早美氏 



           国弘理事 槌尾専務理事 
   １０ ⺟校文化祭準備委員会 井上賢治氏 
           ⿊⽥義則氏  
            国弘理事 槌尾専務理事 
   １５ 第５３回中国地区高等学校 
           定時制通信制振興大会 セントコア 
       １１⽉１５日・１６日 槌尾専務理事 
   １６ 広島支部総会 ひろ⾥ １８︓３０〜 
             江村支部⻑を含む１２名 
       栗⽥理事 槌尾専務理事 
   １７ ⺟校文化祭  井上賢治氏 ⿊⽥義則氏 
                 河村正浩氏 ⼩⻄守氏 
         礒部征夫氏 利⻑貞男氏 ⽯津嶺祐 
                 清木崇 秋貞敏子氏  
                  栗⽥⼀郎氏 ⼩林孝二氏 
     文化祭準備作業等のご協⼒有難うございました。 
        河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事  
                佃理事 国弘理事 蔵⽥理事 
    １８ さくらクラブ懇談会 下松⼯業会館 １１︓３０〜 
          代表 藤本弘子氏含む９名 
          河村会⻑ 早川副会⻑ 槌尾専務理事 

            ご案内 １１通発送 
   ２０  学年幹事懇親会  
           下松⼯業会館 １８︓３０〜 
      河村会⻑含む７名 
   ２２  広報・ホームページ委員会 
            ホームページ入⼒研修会 
      佃委員⻑ 内⼭副会⻑ 徳原理事 
            ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
７．２７  日⽴笠⼾支部ビアパーティー 
          笠⼾ハイツ １８︓３０〜 
           鳴川支部⻑含み４０名    
          ⼭本監事 槌尾専務理事 
  ３０  社団法人下商同窓会  
          下商教諭 林俊⾏氏                     
          税理⼠ ⽯光孝英氏来館 
          法人移⾏に関する意⾒交換  
８． １  第６回⼭口県総合芸術文化祭 
           （第５１回全国吹奏楽コンクー ル⼭口大会） 
     ⺟校吹奏楽担当 柳 敏恵 教諭  
          来館 広告代２万円交付 
          ・第２１回七彩会ゴルフ大会  
          ご案内文発送 会員 １３８通  支部 １８支部 
      ２  ⺟校文化祭について河口先生から 
          日程の調整が付かないのでご辞退。 
      ６  ガス管取り込み口の更新完了した 
      ７  ホームページ⽤パソコン最終仕様価格を 
          明記し起案書を河村 会⻑  
          早川副会⻑ 佃委員⻑ ⽯井理事に配布した 
       ・ 平成２４年度第５１回全国吹奏楽コンクールで 
             ⾦賞受賞の報告 ⺟校柳教諭 
       ８  日本郵便の普通口座開設  
           ・  ３F トイレ天井枠設置   
              藤⽥理事有難うございました。 
       ９  下松支部名⽉鑑賞会 ご案内 
          会員 ５３名  支部６支部   発送 
     １０  周南支部ビアパティー ザ・グラマシー 
          ⼭本支部⻑含む１１名 

会務報告 
６．２９ 育英奨学⾦ ５４０,０００円（９名分）⺟校へ交付 
７． ２ 会報（No４３号）発送 １１支部 ７２５通 
      ３ 労働保険更新  スターピアくだまつ 
      ・ 会報（No４３号）発送（個人会員向け）１６６８通 
        発送作業完了 C３３⽥中静子氏  
         C３４高村幸江氏 C３９⾦近弘子 早川副会⻑ 
         ご協⼒ありがとうございました。 
      ４ 会報（No４３号）⺟校 持参 ５５０通 
      ・ ⼯業会へ寸志 ⾦⼗万円也 久保⽥洋子様より 
         （故久保⽥茂則氏の奥様）  
      ６ 新旧校⻑歓送迎会 下松⼯業会館 １７︓００〜 
         河村会⻑を含む２３名 
      ７ 光支部総会 松原屋 １７︓３０〜 
         林支部⻑含む４１名 
       早川副会⻑ ⼭本監事 槌尾専務理事 
    １０ ⺟校文化体育活動支援事業の起案書 
     河村会⻑ 早川副会⻑ 内⼭副会⻑ に 
          資料配信した 
  １１ 会報（No４３号）発送 新日鐵支部 ４０通 
          昭和電⼯支部 １０通 
   １２ 文化体育活動支援事業 
         給付⾦交付（⺟校）  ５０,０００円 
  １３ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等） 
          定期点検  ㈱東部防災 
  １４ ⺟校全国高校野球大会予選 
         柳井高校に８対０で完敗 
  ２１ 東海支部総会 喜多の湯 １１︓３０〜 
         ⽯原支部⻑含む８名  河村会⻑ 



        河村会⻑ 槌尾専務理事 
     １７  ⼯業会館３F 畳処理作業  
       河村会⻑ 藤⽥理事御協⼒有難うございました。 
    ２０  平成２４年度前全国高等学校総合体育大会 
           登⼭大会（第５６ 回全国高等学校登⼭大会） 
           ⻄本教諭（細木顧問）代理の報告で来館 
           団体男子（A 隊）  第 ３ 位 （４６都道府県） 
  ２３   第１回⺟校創⽴１００周年記念事業 
           打ち合わせ会 開催 
       河村会⻑ 早川副会⻑ 内⼭副会⻑  
             藤⽥理事 岩村理事 槌尾専務理事 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 
６．２９ 育英奨学⾦ ５４０,０００円（９名分）⺟校へ交付 
７． ２ 会報（No４３号）発送 １１支部 ７２５通 
      ３ 労働保険更新  スターピアくだまつ 
      ・ 会報（No４３号）発送（個人会員向け）１６６８通 
             発送作業完了 
           C３３⽥中静子氏 C３４高村幸江氏 C３９⾦近弘子 
            早川副会⻑ ご協⼒ありがとうございました。 
     ４ 会報（No４３号）⺟校 持参 ５５０通 
     ・ ⼯業会へ寸志 ⾦⼗万円也  
              久保⽥洋子様より（故久保⽥茂則氏の奥様）  
     ６ 新旧校⻑歓送迎会 下松⼯業会館  
              １７︓００〜 河村会⻑を含む２３名 
     ７ 光支部総会 松原屋 １７︓３０〜 林支部⻑含む４１名 
          早川副会⻑ ⼭本監事 槌尾専務理事 
   １０ ⺟校文化体育活動支援事業の起案書 
        河村会⻑ 早川副会⻑  
                内⼭副会⻑ に資料配信した 
   １１ 会報（No４３号）発送  
                新日鐵支部 ４０通 昭和電⼯支部 １０通 
   １２ 文化体育活動支援事業 
               給付⾦交付（⺟校）  ５０,０００円 
   １３ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）定期点検  
                ㈱東部防災 
   １４ ⺟校全国高校野球大会予選 
               柳井高校に８対０で完敗 
   ２１ 東海支部総会 喜多の湯  
                １１︓３０〜 ⽯原支部⻑含む８名 
        河村会⻑ 

会務報告 
５．２７ 下松市北⽃町自治会清掃参加 早川副会⻑ 
          徳原理事 槌尾専務理事 
      ご協⼒ありがとうございました。 
    ３１ 税務申告完了 ⽯津税理⼠先生  
      ・ 下松支部新役員選出の打ち合わせ会  
          弘実支部⻑含む８名 
      ・ 平成４年同窓会の案内の依頼あり 
         （幹事鍵⾕健⼀氏に依頼） 
       ・ 東海支部総会の案内５５通投函 
６． １ 育英奨学⾦・文化体育活動支援事業に資料 
          中村理事に説明 
       ・ 野球部後援会総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
      河村会⻑ 早川副会⻑ 岩村理事 
         佃理事 槌尾専務理事 
６． ２ E４９同窓会案内 ６６通投函    
       ・ 周南支部総会 ザ・グラマシー １７︓３０〜 
         ⼭本支部⻑含む３３名 
        河村会⻑ 徳原理事 佃理事 槌尾専務理事 
      ５ 平成２４年度総会登記完了  今川司法書⼠ 
       ・ ⼯業会称号変更届け 徳⼭税務署 ⽯津税理⼠先生 
       ・ 平成４年卒同窓会のご案内１８０通投函 
       ・ 新旧校⻑歓送迎会 ご案内 ５６通投函 
       ６ 広報・ホームページ委員会 
        佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
          蔵⽥監事 槌尾専務理事 
       ７ 称号変更届け 県・市 ⽯津税理⼠先生 
        ・ ガス管⽼朽化による管更新⼯事に依頼あり 
          発注した 
        ・ 公益目的財産額確定電子申請の写し発送 
          県学事文書課 
        ・ ホームページ⽤パソコン⾒積   ムネスエ 
        ８ 野球部 OB 会総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
        槌尾専務理事 
         ・ 県教育庁  
            ⼀般法人登記簿完了届  
           特例⺠法法人事業計画並びに事業報告  提出 
   １０ ⼥性クラブ準備委員会開催  
            下松⼯業会館 １１︓３０〜 
       初代代表藤本弘子氏含む１０名  



              槌尾専務理事 
   １２ 称号変更手続き 大和証券 
   １３ 公益目的財産額確定電子申請 完了 
           （学事文書課に報告） 
   １４ 退任役員への記念品 手配 
   １５ 下松支部総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
       植中新支部⻑含む２６名 
       河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事 
             槌尾専務理事 
   ２１ 公益目的財産額の確定（通知）   
            ⼭口県庁 
   ２３ 熊毛支部総会 かつまふれあいセンター 
             １７︓３０〜 
       新支部⻑ 林通生氏（M３２）含む１２名 
       河村会⻑ 槌尾専務理事 
   ２５ 日⽯ OB 支部総会 下松⼯業会館 １８︓００〜 
       ⼭本周史支部⻑を含む２０名 
       河村会⻑ 槌尾専務理事 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
  ４． １９ 移⾏登記完了届出修正完了（電子申請） 
       ２０ ⻄京銀⾏下松支店 通帳名義変更完了 
         ・  ゆうちょう銀⾏名義変更申請 
         ・  野村証券名義変更申請 
       ２３ 今川司法書⼠事務所訪問 
             （久保⽥司法書⼠事務所閉鎖のため） 
        ・  中国柔道大会広告代 ⺟校河村教諭に手渡した 
        ・  会報Ｎo４３号の寄稿依頼学年幹事１０名に発送 
        ・  会報Ｎo４３号の寄稿依頼を会⻑・⺟校校⻑ 
             ・教頭・定時制教頭に発送 
    ２５ 県学事文書課 決算資料の確認完了 
     ・    日⽴笠⼾支部総会 下松⼯業会館 
             鳴川支部⻑含む３７名 
        新支部⻑ 鳴川⾠夫氏 M46 
           河村会⻑ ⼭本監事 
    ２６ 定時総会出欠を持参された 
        出光支部岡⽥支部⻑ 
           日本ポリウレタン支部⽥上支部⻑ 
        ・  ⾏事企画員会 徳原理事を含む５名 
      ２７ 定時総会出欠が郵送で届く 
        東ソー支部 ㈱トクヤマ支部 
       ２８ 定時総会出欠が郵送で届く 日新製鋼周南支部 
  ４． ２８ 定時総会出欠を持参された 
            東洋鋼鈑支部 宮⽥氏持参された 
        ９ 拡大役員会 河村会⻑含む３４名 
       １０ 叙勲授章 瑞宝中綬章 Ｍ２７⽥村英之氏 
            九大名誉教授 
             平成２４年４⽉２９日  （早川副会⻑より） 
             河村会⻑ 槌尾専務理事 
    １１ (株)トクヤマ支部総会 徳曹会館 
             河野⾕支部⻑含む３５名 
       １５ 総会準備委員会 徳原理事を含む１４名 

会務報告 
  ３．１６ ⾏事企画委員会 下松⼯業会館  
        徳原委員⻑含む６名 
    １９ 県より⼀般社団法人移⾏認可書のＦＡＸあり 
    ２０ 久保⽥事務所に移⾏認可正本届出 
    ２３ 移⾏登記に必要な資料⼀式 久保⽥事務所に届出 
    ２６ ⼯業会館修復⼯事完了 玄関のカギ受領した 
        ソリッゾ予備キーを手渡した 
    ２７ ⺟校創⽴９０周年記念講演 スターピアくだまつ  
                １４︓００〜 
        宇宙⾶⾏⼠⾦井宣茂氏 佐々木⼀義氏  
         安⻄教郞氏 来下松 
        聴講者 ５５０名 
        会⻑・役員・関係者の⽅々御苦労さまでした。 
     ・ 玄関の予備キーをたちばな教室・書道に手渡した 
    ２９ 村上校⻑ 退任の挨拶で来館  
    ３０ ⼩⼟井定時制教頭転任挨拶来館  
         ⾦井宇宙⾶⾏⼠の⾊紙（⺟校宛） 
     ・ 新会旗 完成 ３枚（内１枚⺟校へ手渡した） 
    ３１ 定時総会ご案内発送 個人会員宛 １３８９通 
        藤⽥理事御支援有難うございました 
  ４． ２ 幹事就任の書⾯発送 Ｃ４２ 国広 成文氏 
     ３ ⺟校村中⼀雄校⻑ 着任の挨拶で来館 
     ９ 監査 ⻄林監事 濱⾕監事 蔵⽥監事 来館 
        ⼀部指摘事項あり 監査完了  
    １２ 移⾏登記完了  久保⽥事務所 
     ・ 広報・ホームページ委員会 佃委員⻑含む５名 
    １３ ⾏事企画委員会 徳原委員⻑含む４名 
     ・ 下松支部 下松⼯業会館 花⾒の会 
               弘実支部⻑含む１８名 
    １６ 移⾏登記完了届出   
        学事文書課公益斑 履歴事項全部証明書  
        電子申請 ⼭口県教育委員会教育⻑ 



       １７ 久保⽥元会⻑（現顧問） ５⽉１６日逝去の報あり 
       １８ 高等学校定時制通信制振興会総会 
            ⼭口高校 １５︓００〜   槌尾専務理事 
       １９ 定時総会 きらぼし館 河村会⻑を含む  １２９名 
       ２１ 東洋鋼鈑支部総会 健保会館 
          河村会⻑ 

        履歴事項全部証明書 送付 

 
 

平成２３年年度（2011 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告   
２．２２ 学年幹事昼⾷歓迎会  
                    ご案内 村上校⻑ 学年幹事 ８名 投函 
        ・ 料⾦後納承認請求書 提出 日本郵便下松支店 
        ・ JＡＸＡ佐々木⼀義氏電話（050-3362-2569）  
                         ⾦井先生を含む３名 
       ３⽉２７日 東京発のぞみ１１号 ７︓３０ 徳⼭着 １
１︓５７ 
        徳⼭発 １２︓０６  下松着 １２︓１４ 迎えること 
        随⾏員 １名 → ２名  ３名分 昼⾷を⽤意 
        関係者との打ち合わせ １２︓３０〜１４︓００ 
        記念写真 記念⾊紙 １０枚はＯK 
        講演時間    １４︓００ 〜 １５︓００ 
                質問 １５︓００ 〜 １５︓３０ 
        この間コヒー時間で調整 
        会場を⽴つ時間 １６︓４０頃 
        徳⼭発ひかり５６７号 １７︓１９ 
        福岡空港発 １９︓３５      
      ・ 記者室 ポスター(チラシ) 持参  
                         河村会⻑ 早川副会⻑ 
     ２３      文化体育活動事業助成⾦（吹奏楽部広告代） 交
付 
     ２４      店舗契約更新の契約書  提出 久保⽥事務所 
            ・ 宇宙⾶⾏⼠講演来賓案内持参 下松市役所  
            ・ 平成２４年度３⽉期の決算提出先  
                                       教育庁教育政策課 確認 
２．２５ 柳井支部総会 ベルゼ １８︓３０〜  
            藤沢支部⻑含む４０名  河村会⻑ 藤⽥理事 
    ２９ 入会式 １５５名 ⺟校９︓００〜１０︓００  
           ・ 学年幹事昼⾷歓迎会 １３︓００〜１４︓３０ 
           村上校⻑ 学年幹事 ８名 早川副会⻑含む７名 
３．１   卒業証書授与式 ⺟校 １０︓００〜１１︓２０ 
          河村会⻑ 早川副会⻑ 槌尾専務理事 
      ・ 定時制入会⾦・年会費 全納入   
                                       ⺟校 ⼾崎事務⻑来館 
  ２ 宇宙⾶⾏⼠講演録画(タウンニュース) Ｋビジョン   
                                        早川副会⻑ 
  ５ 親睦ボウリング大会 ボウリング ４４名 懇親会 ２１名 
  ６ スターピアくだまつ 講演会打ち合わせ(岡村氏) 
             早川副会⻑ 槌尾専務理事 
  ７ 宇宙⾶⾏⼠講演インタビュー くだまつＦＭ 槌尾専務理事 
  ９ 広島支部 春の研修会 ひろ⾥ １８︓３０〜  

会務報告 
１．１９ 親睦ボウリング大会支部ご案内 １８支部投函 
    ２０ 下松⼯業会会館改修⼯事 発注先 野⽥建設㈱  
     ・ 親睦ボウリング大会 個人ご案内 １４９通投函 
      ・ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）点検報告書 提出  
            下松消防本部 
      ・ 下松市役所支部総会 下松⼯業会館１８︓００〜 
             井内事務局⻑含む１７名  河村会⻑ 槌尾専務理事 
    ２１ 支部⻑会議 ご案内 支部 ２２通 役員 １４名 投函 
     ・ 宇宙⾶⾏⼠⾦井宣茂氏講演の後援先申請書作成提出  
           早川副会⻑ 
    ２３ 祝賀会出席者への記念写真・９０周年会報・ＣＤ発送開始 
    ２５ ＰＴＡ評議会 出席  早川副会⻑ 槌尾専務理事 
    ２７ 広報・ホームページ委員会による９０周年記念会報等 
             を９０周年記念事業 ご芳志先への投函終了した 
         佃委員⻑ほか委員会の皆様、御苦労さまでございました。 
            ご協⼒有難うごいました。 
    ２９ Ｈ２４度償却資産申告書 提出 下松市役所 
     ・ 平成２３年度給与所得の源泉徴収票の法定調書  
                       提出 徳⼭税務署 
    ３１ 公益法人制度改⾰推進委員会 最終会合 
          河村先生 ⽯津先生 久保⽥先生 弘実先生  
              河村会⻑ 早川副会⻑ 槌尾専務理事 
２．  ３ 野球部後援会新年懇親会 大城 １８︓１０〜 
              河村会⻑ 早川副会⻑ 岩村理事 槌尾専務理事 
     ５ 親睦麻雀大会 ⼯業会館 ３階和室 １０︓００〜１５︓
００ 
        河村会⻑含む２６名 徳原理事応援有難うございました 
     ６ スターピア訪問  松友次⻑ 会場打ち合わせ 
        早川副会⻑ 槌尾専務理事 
     ９ 講演のポスター（５０枚） 整理券１５００枚  富⽥印刷  
  １３ 支部⻑会議 ⼯業会館 １８︓３０〜 
        河村会⻑含む ２７名（１５支部 役員１２名） 
  １４ 整理券依頼先から 整理券発送開始 
  ２０ スターピア舞台打ち合わせ 岡村氏 平成２４年 
                 ３⽉６日１０︓００〜  早川副会⻑ 槌尾専務理事 



            江村支部⻑含む１１名    河村会⻑ 槌尾専務理事 
事務局日報（1０） 事務局日報（９） 

会務報告 
１２． ６ 拡大役員会 河村会⻑含む２８名 
    ８ 広報・ホームページ委員会 ⼯業会館 １８︓３０〜 
   １３ ⽕災保険更新 東京海上日動⽕災 
   １６ 親睦麻雀大会ご案内 支部 １４支部 個人 ４９名 
１２．１９ 年賀状 １９７通 投函 
   ２０ 広報・ホームページ委員会⼯業会館  
      １８︓３０〜 ・  岩国支部 新支部⻑ 沖本 勝
（M39） 
                      副支部⻑ 中⾕俊豊（M42) 
   ２５ 広報・ホームページ委員会⼯業会館 １８︓３０〜 
   ２６ 給与総括票 源泉徴収票 提出 徳⼭市 
   ２７ 親睦ボウリング大会レーン予約 ５レーンから(２０レーン) 
   ２８ 東日本大震災義援⾦贈呈 下松市役所 
         河村会⻑ 早川副会⻑ 槌尾専務理事 
   ２９ 公務納め  
１ ． ４ 公務始め  移⾏処分日調整申出書  
                    提出  県学事文書課 
    ５ 県学事文書課 年頭のあいさつ  
    ６ ⺟校 年頭のあいさつ 
      ・ 広報・ホームページ委員会  
                    ⼯業会館 １８︓３０〜 
    １０ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）定期点検  
       実施 ㈱東部防災・ 日本の近代化拓いた  
                       特別展⽰会 萩博物館 
    １２ 公益法人概況調査票 発送 
 ⼭口県教育庁 教育政策課 
    １３ 支部解散届  キリンビール支部(今年度末 24.3.31) 
    １５ 広報・ホームページ委員会 ⼯業会館 １４︓００〜 

会務報告 
１０．２８ 広島支部総会 平成２３年１０⽉２５日（⾦） 
        １８︓３０〜ひろ⾥ 河村会⻑ 槌尾専務理事  
                    江村支部⻑含む９名  
   ３１ 新支部⻑ セントラル硝子支部 藤野靖志氏 E６２ 
１１． １ 文化体育活動助成⾦ 吹奏楽器 
                      ・⼀部グランド整備等物納 
     ・ 移⾏認可申請の電子申請の指⽰あり(学事文書課) 
        AM１１︓００〜１１︓０４ 
     ４ 消防訓練  下松消防本部 寺⽥予防課⻑補佐  
               橋本消防⼠９︓３０〜 
     ８ 公益法人移⾏認可申請 
               電子申請の修正依頼あり 学事文書課 
     ９ 公益法人移⾏認可申請修正メール 受領（再送信） 
    １０ 公益法人移⾏認可申請再々修正メール 
                受領(再々送信) 
    １１ ⾏事企画委員会 徳原理事 藤⽥理事  
                          岩村理事 中村幹事 
         祝賀会の最終打ち合わせ等 
    １５ 早川副会⻑ 藤⽥理事 祝賀会出席名簿チェック作業   
    １７ ⽴ち入り検査 １０︓００〜   下松消防本部  
    １８ ⺟校創⽴９０周年記念式  下松⼯業会より記念品贈
呈 
         河村会⻑含む１１名出席 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
１０．２８ 広島支部総会 平成２３年１０⽉２５日（⾦） 
                        １８︓３０〜ひろ⾥ 
       河村会⻑ 槌尾専務理事  江村支部⻑含む９名  
   ３１ 新支部⻑ セントラル硝子支部 藤野靖志氏 E６２ 
１１． １ 文化体育活動助成⾦ 吹奏楽器・ 
                     ⼀部グランド整備等物納 
     ・ 移⾏認可申請の電子申請の指⽰あり(学事文書課) 
                     AM１１︓００〜１１︓０４ 
    ４ 消防訓練  下松消防本部 寺⽥予防課⻑補佐 
                      橋本消防⼠９︓３０〜 
    ８ 公益法人移⾏認可申請  
            電子申請の修正依頼あり 学事文書課 
    ９ 公益法人移⾏認可申請修正メール 受領（再送信） 
   １０ 公益法人移⾏認可申請再々修正メール 
                            受領(再々送信) 
   １１ ⾏事企画委員会 徳原理事 藤⽥理事  
                        岩村理事 中村幹事 
            祝賀会の最終打ち合わせ等 
   １５ 早川副会⻑ 藤⽥理事 祝賀会出席名簿チェック作業      

会務報告 
 ９．２７ 公益法人移⾏電子申請書（全資料）県学事文書課に
送付 
      ３０ 支部役員等９０周年祝賀会ご案内 ６７通発送 
１０．１   広島支部総会ご案内 ２５通 発送 
      ５   第２０回七彩会ゴルフ大会は⾬天のため延期 
  １１   ９０周年祝賀会来賓へのご案内 ３３通 発送 
  １４   県学事文書課に重兼主査に電話 説明書の修正 
             のご指⽰あり 
  １７   県学事文書課に説明書の修正文 FAX 
     ・ 広報・ホームページ委員会開催  
                     （９０周年記念特別号について） 
       佃理事 ⽯井理事 蔵⽥理事 槌尾専務理事 
  １８    防⽕対象物点検報告認定申請書  
              消防訓練実施届出書 提出  
               下松市消防本部 
  １９    会報特別号 寄稿依頼ご案内 １１通発送 
  ２０    ⾏事企画委員会開催 徳原理事 藤⽥理事  
                         槌尾専務理事 
      ・ JAXA 佐々木広報担当より電話  



   １７ ⽴ち入り検査 １０︓００〜   下松消防本部  
   １８ ⺟校創⽴９０周年記念式  
      下松⼯業会より記念品贈呈 河村会⻑含む１１名出席 

                  ⾦井宇宙⾶⾏⼠による講演の連絡あり 
            平成２４年３⽉２７日（⽕）１４︓００〜１５︓
３０  
   ２１   記念講演会場申し込み 
               平成２４年３⽉２７日（１２︓００〜１７︓００）
スターピア 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
８．２６ 文化体育活動支援助成⾦ 交付  ⺟校 
２８ 下松市内⼀⻫清掃 ８︓３０〜１０︓３０ 
      河村会⻑ 徳原理事 藤⽥理事 ⽯井理事  
            佃理事 槌尾専務理事 
                   清掃の御協⼒有難う御座いました。 
３１ ⾏事企画委員会 徳原理事 藤⽥理事 槌尾専務理事 
９． １ 学年幹事懇親会 １１支部 学年幹事 ６５通 発送 
      ２ 三役会議 河村会⻑ 早川副会⻑ 槌尾専務理事 
       ・⼯業会館の補修は再⾒積 （３社以上） 
       ・記念事業の予算大枠を設定 
       ・来賓の案内は白角封筒  
                             宛名は毛執 ⼀般は往復ガキ 
     ３ ⺟校体育大会 
       河村会⻑ 早川副会⻑ 徳原理事  
              藤⽥理事 ⽯井理事 佃理事 槌尾専務理事 
   ５ 出光徳⼭支部 新支部⻑ 岡⽥光輝（M５１） 
   ・ 広報・ホームページ委員会 
       佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事  
              蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   ８ ⾏事企画委員会 徳原理事 藤⽥理事 
             ⼭本理事 中村幹事 槌尾専務理 
  １２ 名⽉観賞会（下松支部）弘実支部⻑含む１２名 ⼯業会
館 
９．１３ 東京地区総会 ご案内 ５５９通 発送 
   ・ 第２０回七彩会大会 組み合わせ表 ５９通 発送 
  １４ 表彰委員会（９０周年記念事業表彰者選定） 
       河村会⻑ 早川副会⻑ 藤⽥理事 ⻄林監事  
              槌尾専務理事 
  １６ 実地検査 県教育政策課 ⾦本主事 重枝主事 
                       １４︓００〜１５︓２０ 
  ２１ ⺟校創⽴９０周年記念式典  
              ご案内（河村会⻑宛て）校⻑が持参された。 
  ２４ 駐⾞場の除草剤散布  
              藤⽥理事 ありがとうございました。 
  ２５ 中央区自治会⼀⻫清掃 徳原理事・槌尾専務理事  
              ありがとうございました。 

会務報告 
７．２８公益法人制度改⾰に伴う説明会 県庁１４︓４０〜 
                             河村会⻑ 槌尾専務理事 
 ８． ２広報・ホームページ委員会 
      佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事 
           蔵⽥監事 槌尾専務理事 
        ・育英奨学⾦交付 ６名分  ⺟校 
   ４  公益法人の申請資料の⾒直し資料届く 学事文書課 
   ８  第２０回七彩会ゴルフ大会 ご案内投函 
     支部宛 １９支部 個人宛 １４４名  
                                         徳原理事 槌尾専務理事 
    １１  広報・ホームページ委員会 
      佃委員⻑ 徳原理事 ⽯井理事 槌尾専務理事 
  １２  県学事文書課電子申請の修正資料届く 
  １６  投資信託時価情報の提供申請  大和証券 
  １７  下松支部 名⽉鑑賞会  
              ご案内 会員５０通 近隣支部６支部 投函 
  １９  ⾏事企画委員会 
      徳原委員⻑ 藤⽥理事 岩村理事 
           中村明夫幹事 槌尾専務理事 
     ・⺟校平成２３年度体育大会への案内 河村会⻑宛 
  ２２  ⼯業会館駐⾞場の清掃 徳原理事 藤⽥理事  
                                  早朝より、有難うございました。 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 
６．２２ 日⽯ OB 支部総会  
              平成２３年６⽉２２日（水）下松⼯業会館１８︓３
０〜 
         ⼭本支部⻑含む１７名   河村会⻑ 槌尾専務理事 
  ２３ 公益法人移⾏に伴う収支予算内訳書の確認で相談 
                                          ⽯津先生（県へ報告） 

会務報告 
 ５．２５ 総会資料 ２２支部に発送 （総会欠席支部） 
     ２７ ⽯津先生来館 税務申告 完了  
       ・ 消防訓練申請書提出 下松消防本部  
                       訓練日平成２３年５⽉３１日９︓００〜 
  ３０ 野球部後援会総会 新会⻑に野⽥ 典氏就任（C３４） 
                井川会⻑含む ３５名   



    ２４ 生徒支援事業応募書を届ける  ⺟校校⻑  
７． １ 防⽕設備等点検   東部防災 
    ２ 光支部総会 平成２３年７⽉２日（⼟）松原屋 １７︓
３０〜 
          林支部⻑含む４６名   ⽯井理事 槌尾専務理事 
   ４ 会報 No４２号 発送開始 （９９５通） 
   ５ 公益法人移⾏申請第１回の電子申請のコピー送付 
              県学事文書課 
       ・ 労働保険更新  基準監督署   くだまつスターピア 
   ７ 会報 No４２号を⺟校配布 （５８０通） 
   ８ 会報 No４２号の発送完了 ９０４５通（個人向け） 
       河村会⻑ 栗⽥理事 徳原理事 藤⽥理事  
              佃理事 ⼭本理事  
              蔵⽥監事 C３３ ⽥中静子氏 C３４ 高村幸江氏 
             C３９⾦近弘子氏 
                                御協⼒ありがおとうございました。 
  １２ 会報 No４２号を支部発送完了 ３２支部（１６００
通） 
  １４ 公益法人実地検査の日程調査の提出  
                                県教育庁教育政策課管理班 
  １７ 熊毛支部総会 平成２３年７⽉１７日（日） 
                  勝間ふれあいセンター１７︓３０〜 
      徳永支部⻑含む１７名   藤⽥理事 槌尾専務理事 
  ２０ 電子申請資料について修正依頼    館学事文書課 
  ２２ 日⽴ビアパーティー 日⽴笠⼾支部  
             笠⼾ハイツ １７︓３００ 
       吉松支部⻑含む ２７名    藤⽥理事 ⽯井理事 
  ２５ 特例⺠法法人に対する実地検査の実施の日程  
              県教育政策課 
               平成２３年９⽉１６日 １３︓００〜１５︓０
０ 

  ３１ 消防訓練実施 ４名（９︓３０〜１０︓００） 
                       ⼯業会館 槌尾専務理事 
 ６． ７ ⾏事企画員会 徳原理事 藤⽥理事 
                      ⼭本理事 中村幹事 槌尾専務理事 
    ８ 公益法人制度改⾰に伴う移⾏申請で確認事項 
                  の FAX・電話   ⼭口県学資文書課 重兼主査 
    ９ C３４橋本英子氏 瑞宝双光章 授章 （法務省） 
   １０ 公益法人制度改⾰に伴う移⾏申請の相談  
                  県学事文書課訪問 兼重主査 
            槌尾専務理事 
    ・ 野球部 OB 会総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
        ⼭根会⻑を含む ２０名   槌尾専務理事 
   １１ 周南支部総会 ザ・グラマシー １７︓３０〜 
        ⼭本支部⻑含む２８名  早川副会⻑ 
   １５ 総会議事録作成完了 
   １６ 公益法人事業計画並びに事業実施報告書提出  
                                              ⼭口県教育庁 
   １７ 下松支部総会 下松⼯業会館 １８︓３０〜 
                新支部⻑ 弘実法造氏（C２８）含む２７名 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
４．２１ ⺟校 新監督 ⽥村新部⻑ 松本前部⻑と来館 
       ・ 県総務部学事文書課に相談の電話 
    ２２     日⽴笠⼾支部 吉松支部⻑他３９名  
                         ⼯業会館３F 和室１８︓００〜 
                       早川副会⻑ 槌尾専務理事 
  ２６ ⽯津先生宅訪問 最終財務諸表 持参 
    ・ 公益法人移⾏の財務諸表と新定款（案） 
               確認のため学事文書課に送付 
    ・ 社団法人シルバー人材センター白木伸幸氏来館 
５． ２ 公益法人の財務諸表と新定款（案）の 
               修正指導の手紙届く 学資文書課 
    ・ ⽯津先生訪問 学事文書課の 
                                       修正指導を報告了承得た 
    ・ 固定資産税減免申請 提出  下松市役所 
   ６ 下松支部総会案内 ５０通 投函 
    ・ 周南支部総会案内 １１３通 投函 
    ・ 財務諸表と新定款（案）最終調整書した資料 
                                                 発送 学事文書課 
   １０ 周南支部総会案内を近隣支部１０通  

会務報告 
 ３．１８ ⾏事企画委員会 総会の運営について   
   １９ 第３回演奏会（⺟校吹奏楽部）スターピアくだまつ 
   ２９ 公益法人個別相談（県学事文書課重兼主査）  
                                                神⽥佳郎氏に同⾏ 
    ３０ 覚書（家賃減額）をソリッゾと交わす 
  ４． ４ ⺟校職員歓送迎会（笠⼾ハイツ） 河村会⻑ 
     ６ 定時総会案内（拡大役員会含む）  
                          来賓・本部役員・支部役員 ８３通 
       ・ 定時総会案内 ⼀般 ５７６通 
     ７ 定時総会案内 ⺟校関係 ７通 （持参） 
       ・ 定時総会案内 井川市⻑ （持参 
    １１ 定期監査   ⻄林監事 濱⾕監事 蔵⽥監事 



                   下松支部総会案内を６通 投函 
  １１ 拡大役員会 河村会⻑他３４名 ⼯業会館 １８︓３０
〜 
  １２ 久保⽥先生を記念病院に⾒舞った 
 ５・１３ ⼭口県定時制通信制教育振興会総会   ⼭口高校 
    ・ ㈱トクヤマ支部総会 河野⾕支部⻑他３０名  
                                  徳⼭健保会館 １８︓００〜 
                              河村会⻑・槌尾専務理事 
    ・ 藤⽥理事来館 ２F２号室 壁の修理  
                                                  有難うございました 
  １７ 運営委員会 徳原理事他１６名 ⼯業会 １８︓３０〜 
  ２０ ⼟⾕康夫先生歓迎会 河村会⻑他１３名 
                                        ⼯業会館 １８︓３０〜 
  ２１ 定時総会 河村会⻑他１６４名 きらぼし館  
                                        １３︓００〜１７︓３０ 
       懇親会参加者 １４５名（内⼥性９名） 
  ２３ ⽯津税理⼠先生来館 総会資料 ２部手渡した 
    ・ 東洋鋼鈑支部総会 広澤支部⻑他３９名  
                                  健保会館 １７︓３０〜 
                          早川副会⻑ 徳原理事 

 

 

平成２２年年度（2010 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告 
２．２４ 公益法人制度改⾰推進委員会 ⼯業会館 
           会議室 １４︓００〜 
      河村俊次先生 ⽯津嶺祐先生 久保⽥茂則先生  
      弘実法造先生  久野隆弘先生 河村会⻑  
      早川副会⻑ 槌尾専務理事 
  ２６ 柳井支部総会 ベルゼ １８︓３０〜 
      河村会⻑ 徳原理事 藤沢支部⻑他 ３９名 
  ２８ 入会式（⺟校）  
          河村会⻑ 栗⽥理事 徳原理事 
          藤⽥理事 佃理事 ⽯井理事  
          濱⾕監事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
   ・ 学年幹事昼⾷歓迎会 ⼯業会館 １２︓５０〜 
       ⺟校校⻑ 村上正美  
       学年幹事 SH２３清木史彦 他 ７ 名 
       河村会⻑ 他 ９ 名 
 ３． １ 卒業証書授与式（⺟校） １０︓００〜 
        河村会⻑ 早川会⻑ 槌尾専務理事 
    ３ 文化体育基⾦交付 吹奏楽部 ￥１０００００ 
    ８ 親睦ボウリング大会  
        くだまつスポーツセンター １８︓３０ 
        河村会⻑ 他 ４４名  
      懇親会 河村会⻑ 他 １９名 
    ９ 公益法人制度改⾰に伴う個別相談  
        県学事文書課 兼重主査 

会務報告 
１．２０ 秋⼭会計事務所 公益法人制度改⾰について 
                神⽥佳郎氏 槌尾専務理事 
  ２５ 仮称ホームページ委員会  
           藤⽥理事 ⽯井理事 蔵⽥監事 槌尾専務理事 
  ２８ PTA 評議会（⺟校） 河村会⻑ 槌尾専務理事 
   ・ 下松市役所支部総会 １８︓１５〜  
                    ⼯業会館 林支部⻑他１２名 
槌尾専務理事 
   ・ 平成２３年度償却資産申請書 提出 下松市役所 
  ３１ 公益法人制度改⾰に伴う学習会 ⼭口県学事文書課主催 
      早川副会⻑ 神⽥佳郎氏 槌尾専務理事 
 ２． ２ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）点検報告書 
                       提出 下松市消防本部 
    ・ 第１回学年幹事昼⾷歓迎会 ご案内 
                       ⺟校校⻑・役員１３名学年幹事９名 
        ６ 親睦麻雀大会 １０︓００〜１５︓００ ⼯業会館 
       藤⽥理事他 ２７名  徳原理事 槌尾専務理事 
    ８ 仮称ホームページ委員会 藤⽥理事 ⽯井理事 
                         蔵⽥理事 槌尾専務理事 
   １４ 仮称ホームページ委員会 徳原理事 藤⽥理事 
                         ⽯井理事 蔵⽥理事  
槌尾専務理事 
 ２．１４ ⺟校内⼭先生来館  
               第３回吹奏楽部定期演奏会の広告依頼 
   １５ 新公益法人会計基準移⾏セミナー  
               ⼭口商⼯会議所 １３︓００〜 
        槌尾専務理事 
   １７ ⼀般移⾏セミナー ⼭口商⼯会議所 １５︓００〜 



        神⽥佳郎氏 槌尾専務理事 
事務局日報（1０） 事務局日報（９） 

会務報告 
１２． ７ 拡大役員会 河村会⻑他３３名 
    ８ 新定款案 県学事文書課 提出  
      早川副会⻑ 槌尾専務 
   １０ ⺟校胸像（３体）県への採納書 受領した 
   １４ ⾏事企画委員会（懇親会）１８︓００〜⼯業会館 
   １５ 公益法人概況調査票 発送 ⼭口県教育庁政策課 
   １７ 公益法人制度改⾰の伴う学習会案内  
       県学事文書課 三原氏 
   ・  親睦麻雀大会 ご案内 支部 １４通  
       個人 ４９名 投函 
   ２１ 年賀状 １９８通 投函 
   ２７ 平成２２年度給与所得の 
       源泉徴収票等の法定調査合計表  
                         提出徳⼭税務署 
   ・  平成２２年度給与総括票・給与所得の源泉徴収票 
                        提出周南市役所 
１２．２７  ⺟校⽥中教頭来館 年末ご挨拶 
   ２９ 公務納め 
 １． ４ 公務始め 
６ ⺟校校⻑・事務室 年始の挨拶 
    ・ボウリング大会の申し込み完了 
         （くだまつスポーツセンター）２０レーン） 
        平成２３年３⽉８日（⽕）１８︓３０スタート（５レ
ーンから） 
   １４ 消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）定期点検  
            実施 ㈱東部防災 

会務報告 
１１．２０ 下⼯祭 ⺟校９︓００〜 
       ⺟校吹奏楽の吹奏楽 OB C３９大⽥六郎氏他５名参加 
               俳句・川柳（同窓生選者展⽰）  
                      キノコ写真展（M３４⿊⽥義則氏） 
１１．２８ 東京支部総会 東海大学校友会館  
                      １４︓００〜 岡野支部⻑他２９名 
                          河村会⻑ 早川副会⻑ 
      ３０ 公益法人制度改⾰推進委員会 １４︓００〜１６︓０
０  
               ⼯業会館     河村会⻑他 ６ 名 
１２． ４ 岩国支部総会 開花亭 １８︓００〜  
               古本支部⻑他１２名 
        河村会⻑ 
    ・ 大島 OB 支部総会 かわい寿し １８︓００〜 
               川端支部⻑他 １３名   
               早川副会⻑ 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
１０．２７ 岩国支部総会ご案内発送 会員 ４０通  
                                               近隣支部 ６通 
      ２８ 胸像の作製⾒積書 修正 再提出  ⺟校 岡本主査 
    ・ 拡大役員会ご案内発送 ⺟校 ７通（持参） 
                                          役員・支部役員 ５７通 
                                    学年幹事招待状 ３ 名 
３０ 周南支部総会 １６︓００〜 ザ・グラマシー  
                             ⼭本支部⻑他２８名  河村会⻑ 
１１． １ 郵政事業㈱下松支店⻑吉成氏来館 
                 第三種郵便物 の件で⾒積書持参 
    ５ 県学事文書課 深地氏  
                            電子申請のアクセスのご教⽰を頂いた 
    ８ 新定款（案） 久保⽥先生より （メール） 
    ９ ⾏事企画委員会（９０周年記念事業について） 
                                             １８︓００〜  ⼯業会館 

会務報告 
９．２９ 胸像の作製⾒積書 提出  ⺟校 岡本主査 
    ３０ ⺟校校⻑訪問 宇宙少年団と⺟校交流のお願い 
１０．５ 胸像の県への寄附申込書 提出  ⺟校 岡本主査 
   ６ 第１９回七彩会ゴルフ大会 白須那カントリークラブ ７０名  
   ８ 公益法人制度改⾰に伴う個別懇談会 県学事文書課 
                               深地氏 教育政策課 
                          松⽥氏    早川副会⻑ 
  １３ 事務所の網⼾修理 藤⽥理事 ご奉仕有難うございました 
  １４ 公益法人制度改⾰推進委員会（第２回） 
                                河村俊次先生 久保⽥茂則先生 
                          弘実法造先生 河村会⻑  
                                早川副会⻑ 槌尾専務理事 
      定款（京都府のモデルを参考に）を１１⽉中に作成 
  １５ 京都府のモデル定款 １部 久保⽥先生 提供 
  １６ 広島支部総会 日本料理 ひろ⾥ 江村支部⻑他８名 
                                   早川副会⻑ 徳原理事 
  １８ 中国電⼒電気メーター取替完了 （動⼒⽤）（＊１０年
後に） 
   ・ ⺟校河村直史教諭に第１１回中国高等学 
                                校新人柔道大会の広告代交付 
    ２３ 第４回学年幹事懇親会 延期  



                   出席の回答者 相川 翔氏（CH２２） 
              中村健人氏（CH２１） 藤井 望氏（CH２１）  
                                                  延期の連絡をした 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
 ８．２５ 名刺広告の勧誘に注意をホームページ 記載 
            ・ 吹奏楽 OB 会参加のご案内発送 ７通 
          ・ ⺟校９０周年記念事業募⾦趣意書発送 １１企業 
      ２９ 駐⾞場の除草剤散布 藤⽥理事  
                       ご奉仕有難うございました。 
９． １ ⺟校９０周年記念事業記念講演  
           宇宙⾶⾏⼠の講演を申し込み完了 
   ２ 東京支部総会ご案内発送 ５８８通 
          ・ 学年幹事懇親会ご案内発送 ５５通 
   ５ 体育祭(⺟校)９︓００〜 河村会⻑ 早川副会⻑  
            ⽯井理事 槌尾専務理事 
   ６ 広島支部総会 ご案内発送 ２６ 通 
   ７ 会館３階に障子修理（４枚）完了 藤⽥理事 
             ご奉仕有難うございました。 
  １４ 公益法人制度改⾰に伴う説明会  
            １４︓００〜１６︓１５ 県庁 
      早川副会⻑ 藤⽥理事 槌尾専務理事 

会務報告 
７．２７ ⺟校創⽴９０周年記念事業募⾦ 
     趣意書 発送 ３３支部 
  ２８ 七彩会ゴルフ大会 ご案内 支部  
     １通 個人 １３４通 徳原理事 
  ・  ⺟校９０周年記念事業募⾦趣意書 
        発送 １１企業 
  ２９ ⺟校へ寄付⾦交付育英奨学⾦ 
            ￥１８０,０００ 
     文化体育基⾦ ￥１００,０００ 
８． ２ ⺟校９０周年記念事業募⾦趣意書 
     発送     
   ４ 企業（追加合計１５企業） 
   ・  公益法人制度改⾰に伴う移⾏申請 
     説明会の開催(通知) 受領 
   ５ ⺟校校⻑訪問 河村会⻑に同⾏ 
     ⺟校吹奏楽学部と OB 吹奏者の 
     合同研修 申し込み 
     胸像の寄付の件 
   ６ ⺟校校⻑来館 育英奨学⾦の交付 
     者の領収書持参された 
     吹奏楽の OB 合同研修は内⼭先生 
     了承の報受ける 
  １１ ⺟校⼾﨑事務⻑・岡本主査を訪問 
         胸像の寄付の件で⾯談 
  １２ ⺟校９０周年記念事業募⾦趣意書 
     発送  歴代校⻑へ ８通  
  １８ バナー広告（９社）・会報 No４１号 
     広告代（１０社）全納 
     ご協賛に対し、御礼申し上げます 
  ２０ 役員意⾒交流懇親会 
             （会報検討会含む） 
     ⼯業会館３F 和室 １８︓００〜 
      第１部 第１回 組織委員会会議 
        １８︓００〜１９︓００ 
      第２部 役員交流会  
        １９︓００〜２１︓３ 
 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 
６．２４ 代表者変更手続き ⻄京銀⾏下松支店 
       ２５ 育英奨学⾦応募資料 提出 （⺟校訪問） 
          ・ 文化体育基⾦（課題研究費⽤） 
             交付額の通知（⺟校訪問) 
          ・ ⽕災報知機自主点検完了  東部防災     
       ２９ 代表者変更届け提出 大和・野村 
     ３０ 定時総会講演講師依頼   
                  ⼟⾕ 康夫 先生  郵送 
   ７． １ 労働保険更新手続き スターピア下松 

会務報告 
０５⽉１９日︓定時総会欠席支部資料発送 １８通 
       ・定時総会祝儀返礼発送 １０各位 
０５⽉２０日︓東洋鋼鈑支部総会案内 
         会⻑・副会⻑ ⺟校 ＦＡＸ 
０６⽉０１日︓定時総会の議事録と議事録署名人の印鑑証明 
         久保⽥事務所へ持参 
０６⽉０３日︓監事変更届  ⼭口県庁  （⺟校） 
       ・役員辞任届  久保⽥事務所持参 8 通 
０６⽉０４日︓東洋鋼鈑支部総会 健保会館 １７︓３０〜 



          ６ 会報発送完了  
                河村会⻑ 早川副会⻑ ⼩林理事 
           徳原理事 藤⽥理事 岩村理事  
           ⽯井理事 ⼭本理事 M３６⼭本和男氏 
           C３３⽥中静子氏 C３４高村幸江氏  
                   C３９⾦近弘子氏  
                  多数の御協⼒に御礼申し上げます。 
                 企業支部      ３３   
                支部   １５３３ 通   
            会  員  ８９０１ 通 
              ⺟校在校生並びに教職員  ５８０通 
         ８ C２０ 瀬尾 進 氏  
              端宝双光章 受章（H22.5.11）  
  ７．１２ 公益法人会計セミナー  
               １３︓３０〜１６︓３０  
               ⼭口県セミナーパーク 
              藤⽥理事 佃理事 槌尾専務理事 
       １４ 会報 No４１号 広告 １０社   
            バナー広告 ９社 請求書 送付 
       １６ 日⽴ビアーパーティー １７︓３０〜 
            笠⼾ハイツ 吉松支部⻑ 他３２名  
                  早川副会⻑ 徳原理事 
       ２０ 奨学⾦応募申請  ⺟校村上校⻑来館 
          ・ 平成２３年度定時総会 講演講師の受諾書 
             講師 ⼟⾕ 康夫 先生  
           「走る苦しみと学びの悦びを味わう」 

         河村会⻑ 蔵⽥監事 
       ・野球部ＯＢ会総会 ⼭根会⻑他１９名 
         槌尾専務理事 ⼯業会館 １８︓３０〜 
       ・会報Ｎｏ４１号 ゲラ 受領 富⽥印刷（株） 
０６⽉２１日︓⺟校校⻑来館  
         課題研究費⽤の支援についての依頼 
       ・公益法人事業計画並びに事業実績報告書 
         公益法人登記簿完了届書 提出 ⼭口県庁 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
０４⽉１６日︓下松支部花⾒の会 ⽯川支部⻑他１６名 
              ⼯業会館３Ｆ和室 １８︓３０〜  
０４⽉２３日︓日⽴笠⼾支部総会 吉松支部⻑他３４名 
         野⽥会⻑ 槌尾専務理事 
              ⼯業会館３Ｆ和室 １８︓３０〜  
０４⽉２７日︓野球部後援会総会 井川会⻑他３０名 
         野⽥会⻑ 河村副会⻑ 松本監事 岩村幹事 
         槌尾専務理事  ⼯業会館３Ｆ和室 １８︓３０〜  
０４⽉２９日︓七星会 （最終回） 竹中会⻑他１４名 
         野⽥会⻑ 槌尾専務理事 
              ⼯業会館３Ｆ会議室 １７︓００〜  
０５⽉０７日︓拡大役員会 野⽥会⻑他２８名 
              ⼯業会館３Ｆ和室 １８︓３０〜 
０５⽉１０日︓固定資産税減免申請 提出 下松市役所 
０５⽉１１日︓運営委員会 徳原副委員⻑他１７名 
              ⼯業会館３Ｆ和室 １８︓００〜 
        来年は開催時間 １８︓３０〜に変更する。 
０５⽉１３日︓（株）トクヤマ支部総会 徳原支部⻑他３０名 
              徳⼭健保会館２Ｆ １８︓００〜 
        野⽥会⻑ 河村副会⻑ 槌尾専務理事 
０５⽉１４日︓野中耕⼀先生歓迎会 野⽥会⻑他１３名 
              ⼯業会館３Ｆ和室 １８︓００〜 
        野⽥会⻑ 徳原理事 松本監事 岩村幹事 
        佃幹事 槌尾専務理事 

会務報告 
０３⽉１８日︓覚書（家賃減額）をソリッゾと交わす 
０３⽉１９日︓⾏事企画委員会 総会の運営について 
         橋本理事 渡辺理事 徳原理事 ⼩林理事    
         藤⽥理事 槌尾専務理事 
０３⽉２２日︓⺟校吹奏学部 第２回定期演奏会 
０３⽉２３日︓ＢＮＷより絵葉書収益⾦  
         寄付受ける ￥８０,０００ 
０４⽉０２日︓⺟校職員歓送迎会 （笠⼾ハイツ） 河村副会⻑ 
０４⽉０５日︓定時総会案内 （拡大役員会含む） 
０４⽉０６日︓定時総会案内 ⼀般 ５６９通 
         定時総会案内 ⺟校関係者 
０４⽉０８日︓定期監査  ⻄林監事  松本監事 
０４⽉０９日︓定時総会案内  井川市⻑ 
                   広⼾市議会議⻑ 持参 
０４⽉１２日︓会報Ｎｏ４１号 寄稿依頼 
        野⽥会⻑ 河村副会⻑ 橋本理事  
        ⺟校 村上校⻑ ⽥中教頭 ⼩⼟井定時制教頭 
        学年幹事（平成２２年３⽉卒業生） 



       ・固定資産減免通知書 受領 下松市役所 
       ・⼭口県定時制通信制教育振興会 
         理事会・総会 槌尾専務理事 
０５⽉１５日︓定時総会 野⽥会⻑他１４７名 
              きらぼし館 １３︓００〜 
        （来賓１０名と講演と総会のみ 8 名） 
        会⻑・各役員・支部関係者の皆様の 
          ご助⼒ありがとうございました。 

 

平成２１年年度（2009 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告 
０２⽉２４日︓評価委員会 ⺟校 １３︓３０〜 槌尾専務理事 
０２⽉２６日︓同窓会入会式 ⺟校 ９︓００〜９︓４５ 
         野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事 
０２⽉２７日︓柳井支部総会 ベルゼ １８︓３０〜 
         野⽥会⻑、槌尾専務理事 
０３⽉０１日︓卒業証書授与式 ⺟校１０︓００〜１１︓１０ 
         野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事 
０３⽉０２日︓親睦ボウリング大会 
         くだまつスポーツセンター １８︓３０〜 
         野⽥会⻑ほか４７名 
         懇親会・・・河村副会⻑ほか１９名 
                （下松⼯業会館） 
０３⽉０２日︓第２回⺟校吹奏楽部演奏会への寄付 ⾦１０万円 
         （文化体育基⾦） 

会務報告 

０１⽉２１日︓親睦ボーリング大会案内発送１８支部 
０１⽉２２日︓役員新年会 野⽥会⻑ほか１７名 
０１⽉２２日︓下松市役所支部支部⻑交代 
        新支部⻑ 林 恵二氏（E46） 
０１⽉２５日︓親睦ボーリング大会個人案内発送１１３通 
０１⽉２５日︓消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等） 
        点検報告書提出・・・下松消防本部 
０１⽉２８日︓新日本⽯油精製麻⾥布支部支部⻑交代 
        新支部⻑ 村本博信氏（M47） 
０２⽉０１日︓⼭口県総務部学事文書課公益班 重兼主査 
        個別相談（公益法人制度改⾰）・・・弘実氏、 
        槌尾専務理事 
０２⽉０５日︓記念品（円筒） １５８個 ⺟校手渡し 
０２⽉０７日︓親睦マージャン大会 ⼩林理事ほか２７名 
        （槌尾専務理事、⼩林理事、徳原理事、 
         藤⽥幹事） 
０２⽉１５日︓入会のしおり １７３通 ⺟校へ 
０２⽉１６日︓公益法人の制度改⾰の最新動向についての 
        研修会 
         場所︓⼭口市 防⻑苑 １３︓３０〜 
         ㈱マート代表取締役 税理⼠・司法書⼠  
          松本峯春先生 
          ・・・槌尾専務理事出席 
０２⽉１７日︓野球部後援会新年宴会 
         大城 １８︓００〜 井川会⻑ほか ２５名 
         野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事、 
         松本監事、出席 
０２⽉１９日︓平成２１年度課題研究発表会 
        ⺟校 １３︓００〜 ・・・槌尾専務理事出席 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告 
１２⽉０８日︓拡大役員会  野⽥会⻑ほか３８名 
１２⽉１４日︓平成２１年度特例⺠法法人概況調査票提出 
        （⼭口県教育庁） 
１２⽉１４日︓⽕災保険更新（若⼭⽯油） 
１２⽉１８日︓麻雀大会案内状発送（支部１６支部、会員４９
名） 
１２⽉２０日︓年賀状投函（１９８通） 
１２⽉２５日︓平成２１年度分給与所得の源泉徴収票等の法定 
        調査合計表提出（徳⼭税務署） 

会務報告 
１１⽉１９日︓年末調整説明会 スターピアくだまつ １０︓３０〜 
１１⽉２０日︓９０周年記念事業準備委員会第１回会議 
        下松⼯業会館１４︓００〜 
        ⺟校村上校⻑、野⽥会⻑、河村副会⻑、 
        槌尾専務理事出席 
１１⽉２１日︓関⻄支部総会 ラマダホテル １３︓００〜 
        増本支部⻑他１５名 
        野⽥会⻑、河村副会⻑出席 
１１⽉２１日︓下⼯祭 ⺟校体育館 マジック （E39）和⽥和年



        平成２１年度給与総括票・給与所得の源泉徴収 
        票提出（周南市役所） 
１２⽉２８日︓公務納め 
０１⽉０４日︓公務始め 
０１⽉０６日︓平成２２年度償却資産申請書提出（下松市役
所） 
０１⽉１５日︓下松市役所支部総会 
        下松⼯業会館 ３F 和室 １８︓１５〜 
        村本支部⻑他１１名   
        （河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 
０１⽉１５日︓消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）点検完了 
        （㈱東部防災） 

氏 
        槌尾専務理事、徳原理事、藤⽥幹事出席 
１１⽉２８日︓周防大島支部総会 ベルゼ １８︓００〜 
        川端支部⻑他１６名 槌尾専務理事出席 
１１⽉２９日︓東京支部総会 東海大学校友会館 １４︓００〜 
        岡野支部⻑他２８名 
        野⽥会⻑、河村副会⻑出席 
１２⽉０５日︓岩国支部総会 開花亭 １８︓００〜 
        古本支部⻑他１４名 
        野⽥会⻑、槌尾専務理事、渡辺理事出席 
１２⽉０５日︓東海支部総会 ⼭王温泉 喜多の湯 １１︓００
〜 
        ⽯原支部⻑他８名   河村副会⻑出席 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 
会務報告 
１１⽉０７日︓広島支部設⽴総会 １８︓００〜 
        ワークピア広島  江村支部⻑他１４名 
        （野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 
１１⽉１３日︓公益法人制度改⾰に伴う対応⽅針について 
（FAX）代表者名、今後の⽅針、対応の調査あり 
        （FAX 回答済み） 
１１⽉１３日︓下松市教育委員会 原⽥課⻑補佐 来館 
        市公⺠館・図書館建て替え時期に公⺠館使⽤者の 
        受け皿の対応について 
１１⽉１６日︓下松警察署（⾦子氏）から電話あり 
        下松市星ケ丘の卒業生より電話があり、広告代理 
        店の３０歳位の男性から電話（06-6208-3377）あ  
り ①個人情報を買わないか②マンションを買わないかとのことで、警察に
相談があった。下松⼯業会に伝えてほしいとの依頼があった。 

会務報告 
９⽉１５日︓周南支部総会ご案内６２通投函 
９⽉１８日︓広島支部設⽴総会ご案内２３通投函        
９⽉２４日︓武⽥薬品⼯業光支部 中⻄支部⻑転勤により後任 
       決定まで M50 森重博文氏（事務局⻑）窓口になる 
９⽉２５日︓東京支部総会ご案内６１５通投函 
      （野⽥会⻑、河村副会⻑出席） 
９⽉２８日︓七彩会ゴルフ大会の組合せ表５７通投函 
１０⽉６日︓関⻄支部総会ご案内４００通投函 
      （野⽥会⻑、河村副会⻑出席） 
１０⽉７日︓七彩会ゴルフ大会６７名参加 
１０⽉１５日︓第１回公益法人制度改⾰推進委員会開催 
        野⽥会⻑ほか６名 
１０⽉１９日︓東海支部総会ご案内５６通投函 
１０⽉２１日︓岩国支部総会ご案内４１名６支部投函 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 
会務報告 
８⽉２１日︓賃料値下げに関する覚書 ソリッゾ原⽥氏 
８⽉２６日︓育英奨学資⾦のお礼の電話あり（⺟親） 
８⽉２７日︓公益法人制度改⾰セミナー 
       全国 TKC 主催  槌尾専務理事 
９⽉０１日︓第３回学年幹事会懇親会案内状６９通投函 
９⽉０４日︓バナー広告請求書投函（９客先） 
９⽉０５日︓⺟校体育大会  ９︓００〜 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事 

会務報告 
７⽉２３日︓育英奨学⾦ ２名（\168,000 円）を交付 
       消防⽤設備等（特殊消防⽤設備等）点検結果 
       報告書受領（東部防災） 
８⽉０４日︓七彩会ゴルフ大会へのご案内発送 
       支部︓２２通 個人︓１１７通 
８⽉０５日︓下松支部役員会（⽯川支部⻑他５名） 
８⽉０７日︓公益法人制度改⾰移⾏申請説明会のご案内を 
       推進委員の⽅に 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 
会務報告 
６⽉２４日︓労働保険の申告完了  スターピア下松 
６⽉２６日︓育英奨学⾦申請書受領 ⺟校 
６⽉２８日︓熊毛支部総会 
       徳本支部⻑他１６名 熊毛福祉センター 
１７︓３０〜 
       （河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 
７⽉４日︓光支部総会 
       林支部⻑他４３名 松原屋 １７︓３０〜 
       （野⽥会⻑、槌尾専務理事出席） 
７⽉４日︓駐⾞場草刈り （渡辺理事、栗⽥理事） 
７⽉１０日︓会報№４０号発想完了 

会務報告 
５⽉２０日︓固定資産税減免許可下松市役所 
      定時総会資料発送主要支部 13 支部 
５⽉２１日︓定時総会祝儀御礼文発送 14 通 4 通（持参） 
５⽉２２日︓国税、県・市⺠税等の申告   ⽯津税理⼠ 
５⽉２６日︓公益法人事業計画並びに事業実績報告の提出 
       （⼭口県教育庁） 
       育英奨学⾦募集要領提出 ⺟校 
６⽉１７日︓下松支部総会  下松⼯業会館  18:30〜 
       ⿊⽥支部⻑他２３名 新支部⻑ ⽯川乃悟氏 
６⽉１９日︓日⽯ OB 支部総会下松⼯業会館  18:00〜 
       武居⼗四⼀支部⻑他１７名 



       企業支部︓３４支部１，５５８通 
       会員︓９，０１２通 
       ⺟校在校生並びに教職員︓５９０通 
７⽉１７日︓日⽴笠⼾支部ビアパーティー 
       吉松支部⻑他３３名 笠⼾島ハイツ １８︓３０〜 
       （槌尾専務理事出席） 

       （野⽥会⻑、槌尾専務理事出席） 
６⽉２０日︓下松⼯業高等学校硬式野球部夏の大会激励会 
       ⺟校 17:00〜 
       （野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 
会務報告 
４⽉２３日︓広島支部創⽴世話人会 
        （有）エムミュージックスクール  １８︓００〜 
        世話人代表江村克己氏他８名 
        河村副会⻑、、槌尾専務理事出席 
４⽉２４日︓日⽴笠⼾支部総会 
        下松⼯業会館３F 和室、１８︓００〜 
        吉松支部⻑他３７名 
        野⽥会⻑、栗⽥理事出席 
４⽉２９日︓七星会 
        下松⼯業会館３F 和室、１７︓００〜 
        野⽥会⻑、、槌尾専務理事出席 
５⽉０７日︓固定資産税減免申請（下松市） 
５⽉０８日︓拡大役員会 
        下松⼯業会館３F 会議室・和室 １８︓３０〜 
        野⽥会⻑他２７名（役員会２８名・ 
懇親会２２名） 
５⽉０８日︓東洋鋼鈑支部総会 
        健保会館 １７︓３０〜 新支部⻑ 日置順治氏 
        河村副会⻑出席 
５⽉１３日︓運営委員会 
        下松⼯業会館３F 会議室・和室 １８︓００〜 
        橋本理事他１５名 
５⽉１３日︓㈱トクヤマ支部総会 
        徳ソー会館１８︓００〜 
        野⽥会⻑、河村副会⻑出席 
５⽉１５日︓⽥村鞆利先生歓迎会 
        下松⼯業会館３F 和室 １８︓００〜 
        野⽥会⻑他２０名 
５⽉１５日︓平成２１年度⼭口県高等学校定時制通信制教育 
振興会理事会並びに役員研修会 
        ⼭口高校 １０︓００〜１２︓００ 
        槌尾専務理事出席 
５⽉１６日︓平成２１年度定時総会 
        きらぼし館 １３︓００〜 
        １７０名（来賓１４名、講演会・総会のみ４名） 
 

会務報告 
３⽉１９日︓⾏事企画委員会・・・総会の運営について 
        橋本委員⻑、槌尾専務理事、徳原理事 
４⽉０２日︓⺟校教職員歓送迎会（笠⼾島ハイツ）野⽥会⻑ 
４⽉０３日︓定時総会案内（拡大役員会） 
        役員・来賓９７通⼀般４１７通 
４⽉０９日︓定期監査⻄林監事、松本監事 
        定時総会案内（持参）︓校⻑、教頭、定時制教頭、 
           事務⻑、野球部⻑、事務主査、早川幹事 
        定時総会案内（持参）下松市⻑、市議会議⻑ 
        会報№４０号寄稿依頼・・・野⽥会⻑、村上校⻑、 
                  ⽥中教頭、高橋定時制教頭 
４⽉１０日︓下松支部「花⾒の会」・・・下松⼯業会館 
        １８︓３０〜⿊⽥支部⻑他１５名 
        野⽥会⻑、槌尾専務理事、橋本理事 
４⽉１３日︓野球部後援会総会・・・ 
下松⼯業会館１８︓００〜 
        井川会⻑他３２名 
        河村副会⻑、槌尾専務理事、徳原理事 

 

 

平成２０年年度（2008 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
会務報告 
２⽉２５日︓公益法人制度改⾰セミナー 
        徳⼭商⼯会議所５階 14︓00〜 
        槌尾専務理事出席 
２⽉２７日︓同窓会入会式 

会務報告 
１⽉２３日︓⺟校へ卒業式⽤ 

(社）下松⼯業会会⻑賞５件、 
       親睦ボーリング大会案内持参 
１⽉２８日︓ＰＴＡ評議会 野⽥会⻑、 



        ⺟校 9︓00〜9︓40 
        野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事出席 
２⽉２８日︓柳井支部総会 
        ベルゼ 18︓30〜 
        藤沢支部⻑他３９名 
        野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
３⽉１日︓卒業証書授与式 
       ⺟校 10︓00〜11︓10 
       野⽥会⻑出席 
３⽉３日︓親睦ボーリング大会 
       くだまつスポーツセンター 18︓30〜 
       野⽥会⻑他５３名 
       懇親会２３名（下松⼯業会館） 
３⽉９日︓組織委員会 
       下松⼯業会館 18︓00〜 
       河村副会⻑他４名 

槌尾専務理事出席 
１⽉２９日︓親睦ボーリング大会の案内発送 17 支部 
１⽉３０日︓親睦ボーリング大会の案内発送個人 112 通 
       新日本⽯油精製麻⾥布支部支部⻑交代 
         新支部⻑︓中野 進氏（Ｃ４７） 
       ⼭口県下松警察署生活安全課係⻑ 
         野⽥和彦氏来館 
        （「振込め詐欺に警戒を」パンフレット持参） 
       記念品（円筒）150 ケ ⺟校に手渡し 
       下松市役所支部総会︓原⽥支部⻑他 11 名 
        （野⽥会⻑、槌尾専務理事出席） 
２⽉２日︓新笠⼾ドック支部⻑交代 
       新支部⻑︓吉⽥栄次郎氏（ＭＨ１３） 
      下松市役所支部支部⻑交代 
       新支部⻑︓村本継夫氏（Ｃ４４） 
２⽉８日︓親睦麻雀大会 橋本理事他 28 名 
       （槌尾専務理事、橋本理事参加） 
２⽉１３日︓野球部後援会新年宴会  
        井川後援会⻑他 10 名 
        （野⽥会⻑、槌尾専務理事、松本監事出席） 
２⽉１７日︓評価委員会 
        ⺟校会議室（槌尾専務理事出席） 
       入会のしおり︓166 通⺟校へ 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告 
１２⽉９日︓拡大役員会と合同理事会 
        野⽥会⻑ほか 44 名 
１２⽉１２日︓防⽕訓練申請書 提出 
        （H21 年 1 ⽉ 20 日実施） 下松市消防本部 
１２⽉１７日︓平成 21 年度償却資産申請書 提出 
        下松市役所 
１２⽉１９日︓「麻雀大会」案内 投函  
        個人 49 名、企業支部 14 支部 
１２⽉１９日︓平成 20 年度特例⺠法法人概況 

調査票提出、⼭口県教育庁 
１２⽉２４日︓年賀状 200 通 投函 
１２⽉２５日︓平成 20 年度分給与所得の源泉 

徴収票等の法定調査合計表 提出   
徳⼭税務署 

        平成 20 年度分給与総括票・給与所得の 
         源泉徴収票 提出 周南市役所 
１２⽉２６日︓公務納め 
１⽉４日︓⺟校野球部必勝祈願式 花岡八幡宮 
       野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事、 
       徳原理事、深町名誉会⻑、久保⽥顧問 
１⽉５日︓公務始め 
１⽉１３日︓河村副会⻑ご令室ご逝去連絡あり 
        ⺟校、⼯業会役員、近隣支部⻑に連絡 
１⽉１４日︓河村副会⻑ご令室の葬儀 ご霊前 
１⽉１５日︓消防設備等（特殊消防⽤設備等）点検完了 
        ㈱東部防災 
１⽉２０日︓消防訓練（9:00〜10:00・ 

会務報告 
１１⽉２２日︓⺟校文化祭 江村克己氏（Ｍ３4)他１名 
        徳原理事 
１１⽉２２日︓東海支部総会 １１︓００〜 喜多の湯  
        ⽯原支部⻑他９名 槌尾専務理事出席 
１１⽉２５日︓公益法人制度改⾰実務者説明会 
        １０︓００〜 ⼭口県庁 
        河村副会⻑、槌尾専務理事出席 
１１⽉２６日︓周防大島 OB 会総会 ⻯崎温泉 
        １８︓００〜 川端支部⻑他１９名 
        槌尾専務理事出席 
１１⽉２８日︓BNW 交流会 下松⼯業会会館 
        １８︓００〜 野⽥会⻑他１０名 
１１⽉３０日︓東京支部総会 東海大学学友会館 
        １４︓００〜 岡野支部⻑他２９名 
        野⽥会⻑、槌尾専務理事、⺟校校⻑出席 
        来年度総会︓１１⽉２９日（日）予定 
１２⽉３日︓⽕災保険更新 若⼭⽯油 
１２⽉４日︓平成２０年度特例⺠法法人概況調査票受領 
       ⼭口県教育庁政策課⻑ 
１２⽉６日︓岩国支部総会 開花亭 
       １８︓００〜古本支部⻑他１９名 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事、渡辺理事出席 



消防本部指導による）下松消防本部 
事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
１１⽉７日︓下松消防本部 ⽴入検査 
         清木課⻑補佐、清水担当官 
１１⽉１０日︓⽴入検査結果通知書 受領 
         下松市消防本部 
１１⽉１１日︓回答書（⽴入検査での指摘事項について） 
        提出     下松市消防本部 
１１⽉１２日︓防⽕対象物報告特例認定「認定書」受領 
         下松消防本部  
１１⽉１８日︓年末調整説明会 10:00〜 
          「スターピア下松」 

会務報告 
９⽉２４日︓⻄林監事ご⺟堂逝去ご霊前 
       東京支部総会案内発送（６３３通） 
１０⽉２日︓東海支部総会案内発送（１６４通） 
１０⽉８日︓第１７回七彩会ゴルフ大会 
１０⽉９日︓下松消防本部 清水氏来館 
       「防⽕ポスター」持参 
１０⽉１０日︓下松消防本部 清水氏 
        「防⽕対象物報告特例認定申請書・消防 
        訓練実施計画書」受領（⾯談） 
１０⽉１５日︓下松消防本部 「防⽕対象物報告特例 
        認定申請書・消防訓練実施計画届書」提出 
１０⽉１８日︓周南支部総会 16:00〜 
        ホテル「ザ・グラマシー」  
        ⼭本支部⻑他３０名 
        新事務局⻑ （E56）松村昌幸 氏 
        昭和電⼯支部 
         ・・・平成２１年４⽉１日付役員変更 
            新支部⻑︓⾦⼭ 徹氏（CH1） 
            新幹事⻑︓⼭崎晋嗣氏（CH6） 
１０⽉２１日︓消防訓練実施 
１０⽉２５日︓第２回学年幹事懇親会 18:00〜 
        下松⼯業会館 
        野⽥会⻑ほか１０名 学年幹事５名 
        （昨年は７名） 組織委員会委員全員参加 
１０⽉２７日︓岩国支部総会案内発送 
        （５１通︓うち地域支部４支部、 
企業支部３通） 
       東洋鋼鈑支部廣實支部⻑転勤で 
       当⾯日置氏代⾏ 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
８⽉２６日︓納涼会（第５回定例理事会）︓野⽥会⻑宅 
９⽉６日︓⺟校体育大会 ９︓００〜 
        ・・・野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
９⽉１０日︓舞踊教室中⽌申出・・・了解 
９⽉１２日︓駐⾞場草刈り（渡辺理事、徳原理事） 
９⽉１６日︓⺟校校⻑の東京支部総会出席案内 
       （快諾を得た） 
９⽉１６日︓周南支部監査 
       （⼭本支部⻑、久野監事、藤井監事） 
９⽉１７日︓特殊⺠法法人について意⾒交換 
       （⽯津先生・槌尾専務理事） 
９⽉１９日︓下松支部名⽉鑑賞会 １８︓３０〜 
       「下松⼯業会館」⿊⽥支部⻑他１５名 
       槌尾専務理事、橋本理事出席 

会務報告 
７⽉２８日︓育英奨学⾦２名交付（￥１６８，０００） 
７⽉２９日︓公益法人制度改⾰・会計セミナー 
       （広島国際会議場１３︓００〜１７︓３０） 
        ・・・槌尾専務理事出席 
７⽉３１日︓七彩会ゴルフ大会案内送付 
       （企業支部︓２１通、個人︓１１７通） 
８⽉１８日︓公益法人制度改⾰説明会 
      （⼭口県健康づくりセンター 
１３︓００〜１７︓００） 
       ・・・槌尾専務理事出席 
８⽉２０日︓⼭口県高等学校定時制通信制教育振興会 
      （⼭口高校１０︓３０〜１２︓００） 
       ・・・槌尾専務理事出席 
８⽉２０日︓定時制野球部担当崎野先生・⼭本監督来館 
       （神宮大会「ベスト８」の報告とお礼） 
８⽉２３日︓新旧校⻑歓送迎会 
       １７︓００〜 「下松⼯業会館」３Ｆ和室 
       野⽥会⻑他２２名 



事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 
６⽉２９日︓熊毛支部総会 
       「熊毛福祉センター」 徳本支部⻑他１８名 
       （野⽥会⻑、槌尾専務理事出席） 
７⽉１日︓消防⽤設備保守点検 完了（㈱東部防災） 
７⽉５日︓光支部総会 
       「松原屋」 林支部⻑他３４名 
       （河村副会⻑、槌尾専務理事、 
        吉松理事出席） 
７⽉１０日︓第５５回全国定時制通信制軟式野球大会 
       後援会発⾜式（⺟校） 
       （河村副会⻑、槌尾専務理事、橋本理事、 
        栗⽥理事、⼩林理事、徳原理事、 
        ⻄林監事出席） 
７⽉１８日︓会報№３９号 発送完了 
       （企業支部︓３１支部、支部︓１、５３９通、 
        会員︓８、９８５通、⺟校在校生並びに 
        教職員︓５９０通） 
７⽉１８日︓育英奨学⾦申請書受領（⺟校） 
７⽉１８日︓日⽴笠⼾支部ビアパーティー  
       「笠⼾島ハイツ」 吉松支部⻑他３０名 
       （河村副会⻑、徳原理事出席） 

会務報告 
５⽉２１日︓総会祝儀お礼文発送  １６通 
       日本触媒支部 解散（Ｃ３７中村繁氏より） 
５⽉２６日︓税務報告  ⽯津税理⼠ 
５⽉２７日︓欠席支部総会資料発送 １２通 
６⽉３日︓公益法人事業計画並びに事業報告と定款 
      変更許可申請書提出（⼭口県教育⻑） 
６⽉４日︓固定資産税減免の認可（下松市） 
６⽉６日︓野球部ＯＢ会役員総会（下松⼯業会館） 
      新会⻑ ⼭根利明氏（Ｃ３３）他２７名 
      槌尾専務理事出席 
６⽉１１日︓定款変更許可書受領（⼭口県教育⻑） 
６⽉１３日︓下松支部総会（下松⼯業会館） 
       ⿊⽥支部⻑他２４名 
６⽉１９日︓役員就任・定款変更登記完了 
６⽉２０日︓日⽯ＯＢ会支部総会（下松⼯業会館） 
       武居支部⻑他１５名 
       （野⽥会⻑、槌尾専務理事出席） 
６⽉２２日︓⺟校野球部激励会 
       （野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
４⽉２５日︓日⽴笠⼾支部総会 「⼯業会館」 

１８︓３０〜 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
５⽉ ４日︓七星会 「⼯業会館」１６︓００〜 
       槌尾専務理事出席 
５⽉ ７日︓固定資産税減免申請書提出（下松市役所） 
５⽉ ８日︓拡大役員会 「⼯業会館」１８︓３０〜 
       ３０名（懇親会２８名） 
５⽉ ９日︓東洋鋼鈑支部総会「健保会館」１７︓３０〜 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
５⽉ ９日︓㈱トクヤマ支部総会「徳曹会館」１８︓００〜 
       河村副会⻑、栗⽥幹事出席 
５⽉ １４日︓総会運営委員会 「⼯業会館」 

１８︓００〜、１５名 
５⽉１５日︓総会資料 ２２０部完成 
５⽉１６日︓⼭口県高等学校定時制通信教育振興会 
       理事会及び研修会（⼭口高校） 
       槌尾専務理事出席 
５⽉１７日︓平成２０年度定時総会 「きらぼし館」 

１３︓００〜 
       １６１名（来賓︓１２名、総会のみ 
８名を含む） 

会務報告 
３⽉２５日︓⾏事企画委員会 
       （総会運営について︓橋本委員⻑、渡辺理事、 
        徳原幹事、槌尾専務理事） 
４⽉ ２日︓⺟校教職員歓送迎会（笠⼾島ハイツ） 
       野⽥会⻑出席 
       新任 校  ⻑    村上正美、 
           定時制教頭 高橋 等、 
           事務主査   南部裕子 
４⽉ ４日︓定時総会案内 
       役員･来賓９７通、⼀般４７６通 
４⽉ ７日︓定時監査 
       ⻄林監事、松本監事 
４⽉ ８日︓定時総会案内 
       ⺟校︓校⻑、教頭、定時制教頭、事務⻑ 
           野球部⻑、事務主査、、早川幹事 
４⽉ ９日︓定時総会案内 
       下松市⻑、市議会議⻑下松市役所持参 
４⽉１０日︓花⾒の会（下松支部） 「⼯業会館」 
       ⿊⽥支部⻑ほか１７名 
４⽉１１日︓BNW 会合並びに懇親会 「⼯業会館」 
       野⽥会⻑ほか１１名 
４⽉１４日︓野球部後援会総会 「⼯業会館」 
       井川後援会⻑ほか２４名 

 

平成１９年年度（2007 年度） 

事務局日報（12） 事務局日報（1１） 
 会務報告 



２⽉２２日︓⺟校評価委員会 １３︓００〜 
       槌尾専務理事出席 
２⽉２３日︓柳井支部総会 「ベルゼ」１８︓３０〜 
       藤沢支部⻑他４２名 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
２⽉２６日︓支部⻑交代 
       三井化学岩国大竹⼯場支部 
       新支部⻑ 後⼭純二 氏（Ｅ４６） 
２⽉２９日︓同窓会入会式  ９︓００〜９︓３５ 
       新入会員 １６２名 
       野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務 
       理事、徳原幹事出席 
３⽉１日︓卒業証書授与式 １０︓００〜１１︓１０ 
      野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
３⽉４日︓親睦ボーリング大会 １８︓３０〜 
      「くだまつスポーツセンター」 ５２名参加 
      （懇親会２８名「下松⼯業会館」） 

事務局日報（1０） 事務局日報（９） 
会務報告 
１⽉２８日︓親睦ボーリング大会案内発送 
       個人８９通、支部１８支部、⺟校１通 
１⽉３０日︓平成２０年度償却資産申請書提出 
       下松市役所 
１⽉３１日︓⺟校 PTA 評議会 １３︓２０〜 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
２⽉１日︓⽕災報知機定期点検完了 株東部防災 
２⽉３日︓親睦マージャン大会  橋本理事他２５名 
      優勝︓徳原則光氏（トクヤマ支部・C44） 
２⽉７日︓支部⻑交代 
      新日本⽯油精製㈱麻⾥布製油所支部 
      新支部⻑  原⽥正雄氏（M45) 
２⽉１４日︓BNW 農業部会 １２︓００〜「ソリッゾ」 
       産直市開催について 
       栗⽥幹事、⼩林幹事、下村氏、垰氏、 
       槌尾専務理事 
２⽉１５日︓⺟校平成１９年度課題研究発表大会 
       野⽥会⻑、槌尾専務理事出席 
２⽉１５日︓野球部後援会 新年会 
       １８︓００〜 「大城」 
       井川後援会⻑他２４名 
２⽉１５日︓入会のしおり ⺟校へ １７７部持参 

会務報告 
１２⽉４日︓拡大役員会（忘年会）３４名 
１２⽉７日︓襖、壁（２F２号室）、障子（３F 和室） 
       修理完了 
１２⽉１７日︓⽕災保険更新 
        BNW 農産物部会発⾜会合 
１２⽉２０日︓「親睦間麻雀大会」案内状発送 
１２⽉１７日︓新会計大綱の指導を受ける 
        （⽯津先生） 
        年賀状投函 
１２⽉２７日︓給与支払い報告書（総括表）、 
        給与支払い報告書（個人⽤）提出 
        （徳⼭税務署） 
 
１２⽉２８日︓仕事納め 
１⽉４日︓仕事始め 
      ⺟校野球部必勝祈願式（花岡八幡宮） 
１⽉１５日︓⾏事企画委員会 
１⽉１８日︓下松市役所支部総会 
       （原⽥支部⻑他１６名） 

事務局日報（８） 事務局日報（７） 

会務報告 
１１⽉２５日︓関⻄支部総会 
        「ラマダホテル」１１︓００〜 
        荒⾕支部⻑他１２名 
        野⽥会⻑、深町名誉会⻑、 
        槌尾専務理事出席 
１２⽉１日︓岩国支部設⽴総会 
        岩国国際観光ホテル１８︓００〜 
        古本新支部⻑他１４名 
        野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事 

会務報告 
１０⽉２４日︓平成２０年度総会 
        弁護⼠ ⽯川達紘先生講師依頼発送 
１０⽉２６日︓下⼯祭めっき体験実験⺟校と打合せ 
１０⽉２９日︓⼯業会館⻄隣接地境界確認 
        １１⽉２２日１３︓００に再確認 
        下松⼯業会館 １８︓３０〜 
１０⽉３０日︓拡大役員会︓役員５６通、 

学年幹事４７通送付 
１１⽉２日︓公益法人新会計  ⽯津先生 



１２⽉２日︓周防大島 OB 会総会 
        「うずしお荘」１８︓３０〜、 
川端支部⻑他１９名、槌尾専務理事 

１１⽉３日︓東京支部総会 東海大学学友会館 
       １４︓００〜野⽥会⻑、河村副会⻑ 
１１⽉７日︓岩国支部設⽴総会ご案内︓３１２通発送 
１１⽉８日︓公益法人改⾰説明会 
       ⼭口県健康づくりセンター 
       １３︓３０〜  槌尾専務理事 
１１⽉８日︓岩国支部設⽴総会  
       近隣支部ご案内︓６通発送 
１１⽉１０日︓下⼯祭 ⺟校 ９︓００〜 
        河村副会⻑、神⽥⼯学博⼠、槌尾専務理事 
１１⽉１５日︓第４８回中国地区高等学校 
定時制通信制教育 
        振興会大会並びに研究協議会 
        セントコア⼭口  槌尾専務理事 
         （１１⽉１５日〜１６日） 

事務局日報（６） 事務局日報（５） 

会務報告 
９⽉２５日︓下⼯祭（⺟校文化祭）参加要請 
       （中村明夫教諭来館） 
９⽉２６日︓下松支部「名⽉鑑賞会」 
       下松⼯業会館 １８︓３０〜 
       （野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事、 
        橋本理事出席） 
       畳の表替え発注（２７枚）㈱浅海畳材 
１０⽉４日︓下⼯祭参加申込書提出 
１０⽉６日︓畳の表替え完了 
１０⽉９日︓下⼯祭鍍⾦実演で⺟校 

（中村明夫教諭）訪問 
       ・・・神⽥⼯学博⼠、槌尾専務理事 
１０⽉１０日︓東京支部総会案内を⺟校に持参 
１０⽉１１日︓七彩会ゴルフ大会 
        （白須那カントリークラブ︓７６名参加） 
１０⽉１３日︓東海支部総会︓⼭王温泉「喜多の湯」 
        １１︓００〜  野⽥会⻑出席 
       ︓第１回学年幹事懇親会 
        「下松⼯業会館」１８︓００〜 ９名出席 
        （河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 
１０⽉１５日︓記念品（円筒）１６３名分  

下松⼯業高等学校 
１０⽉１７日︓関⻄支部総会⽤タックシール  
４２８名送付 
       ︓「下⼯弁慶号」に関する資料の利⽤について 
        ・・・「下⼯弁慶号を応援する会」 
          鈴木基彦 会⻑来館 
１０⽉２０日︓周南支部総会 
        ホテル「ザ・グラマシー」 １３︓００〜  
        ２５名出席（野⽥会⻑出席） 

会務報告 
７⽉２４日︓空調設備更新完了 
７⽉３０日︓⺟校９０周年事業(⺟校⾳楽楽器 

強化計画書を受理︓藤井校⻑来館） 
７⽉３１日︓七彩会ゴルフ大会案内発送 
８⽉３日︓ＢＮＷ会合（１８︓００〜 １０名出席） 
８⽉１１日︓騒動会（Ｃ５０クラス会） 
８⽉１２日︓クラス会（Ｈ９︓電子機械科︓９名） 
       クラス会（Ｈ１８︓情報電子科︓１０名） 
８⽉２４日︓定時制通信教育振興会総会 
       （⼭口高校︓槌尾専務理事出席） 
９⽉２日︓⺟校体育大会 （槌尾専務理事出席） 
９⽉７日︓東海支部総会案内発送（１６２通） 
      ＢＮＷ懇親会（徳曹会館１８︓００〜  
８名参加） 
９⽉８日︓駐⾞場草刈（槌尾専務理事、渡辺理事 
        ︓処理河村副会⻑） 
      周南支部監査（⼭本支部⻑、久野、藤井監事） 
９⽉１０日︓東京支部総会案内発送（７２８通） 
９⽉１８日︓市議会「下⼯弁慶号質疑」（傍聴︓７名） 
９⽉２０日︓第１６回七彩会ゴルフ大会 
       組合せ表発送（６６通） 
９⽉２１日︓平成１９年度公益法人概況調査受領 
       （⼭口県教育⻑） 
       岩国支部設⽴打合せ会（河村副会⻑） 

事務局日報（４） 事務局日報（３） 

会務報告 
６⽉２８日︓育英奨学⾦の支給 
７⽉１日︓熊毛支部総会︓７⽉１日（日）  

会務報告 
５⽉２２日︓労働保険の更新（下松労基署） 
５⽉２４日︓定時総会祝儀お礼︓１５件発送 
５⽉２５日︓定時総会アンケート３０通発送 



１７︓００〜 
        「ふれあいセンター談話室」 
      （河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 
７⽉６日︓消防⽤設備保守点検完了…㈱東部防災 
７⽉７日︓光支部総会︓７⽉７日（⼟）１７︓３０〜 
       「ホテル松原屋」 （河村副会⻑、渡辺理事、 
        徳原幹事出席） 
７⽉１０日︓ＢＮＷ・ホームページ打合せ 
       槌尾専務理事、橋本理事、栗⽥幹事、⼩林幹事 
７⽉１３日︓会報№３８号発送完了 
       企業支部︓３５支部・１，５０６通 
       会員︓８，７７６通、在校生︓５０５通＋ 
（教職員）   

５⽉２８日︓総会欠席支部へ総会資料発送１５部 
５⽉３０日︓納税申告（⽯津税理⼠） 
５⽉３１日︓公益法人事業計画並びに事業実績報告提出 
       （⼭口県教育⻑） 
６⽉５日︓下⼯ビジネスネットワーク打合せ会 
      ⼯業会館１８︓００〜 
      野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事 
      栗⽥⼀郎（Ｃ４０）、⼩林孝二（Ｃ４０） 
６⽉７日︓会報№３８号原稿配置打合せ 
      （富⽥印刷 ⼭本社⻑） 
６⽉８日︓野球部ＯＢ会総会 ⼯業会館１８︓３０〜 
      （槌尾専務理事出席） 
６⽉１１日︓育英奨学⾦申請書受領 
       ⺟校平本事務⻑来館 
６⽉１４日︓Ｃ５０騒同会（クラス会）（８⽉１１日 
       １８︓００〜 下松⼯業会館） 
       案内ハガキ４７通発送 
６⽉１５日︓下松支部総会 １８︓３０〜  
下松⼯業会館 
      （野⽥会⻑、河村副会⻑、槌尾専務理事出席） 
６⽉１７日︓夏の激励会 ⺟校 １８︓００〜 
       （野⽥会⻑、槌尾専務理事、⽯⽥監事出席） 
６⽉１８日︓武⽥薬品⼯業光支部役員変更届受理 
       新支部⻑︓清水 勝（Ｃ４６） 
       新事務局︓梅本智治（Ｃ５０） 
６⽉２２日︓日⽯ＯＢ支部総会 
       ⼯業会館  １８︓３０〜 
       （野⽥会⻑、槌尾専務理事出席）   

事務局日報（２） 事務局日報（１） 

会務報告 
４⽉２８日︓七星会（⼯業会館） 
          野⽥会⻑、槌尾専務理事 
５⽉８日︓㈱トクヤマ支部総会（徳曹会館） 
          野⽥会⻑、橋本、渡辺理事 
５⽉８日︓固定資産税免税申請書提出（下松市） 
５⽉１１日︓東洋鋼鈑支部総会（鋼鈑健保会館） 
          河村副会⻑、⽯⽥監事 
５⽉１１日︓日⽴笠⼾支部総会（⼯業会館） 
          野⽥会⻑、槌尾専務理事 
５⽉１４日︓定時総会資料 ２００部完成 
５⽉１６日︓総会運営委員会（⼯業会館）１２名 
５⽉１８日︓⼭口県高等学校定時制通信教育振興会理  

事会および研修会（⼭口高校） 
槌尾専務理事 

５⽉１９日︓平成１９年度定時総会 
       （１３︓００〜 きらぼし館）  
１４６名（来賓を含む） 

会務報告 
３⽉２２日︓組織委員会 
       ・会報№３８号発⾏について 
３⽉２７日︓⾏事企画委員会 
       ・総会会場運営について 
４⽉３日︓⺟校教職員歓送迎会 
       笠⼾島ハイツ 野⽥会⻑出席 
４⽉５日︓下松支部「花⾒の会」 
       下松支部⾏事は本部役員にも案内 
４⽉６日︓定期監査 
      総会案内発送 
４⽉１０日︓下松市⻑、市議会議⻑へ総会案内 
       教育委員会訪問（弁慶号の件） 
４⽉１６日︓野球部後援会総会 

 

 

 

 


