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2021年 11 月定例運営委員会議事録 

 

日時： 11月 21日 10時～12時 

議長： 福山委員、書記：村尾委員 

出欠： 運営委員 〇石井、〇今村、〇大澤、〇大出、〇小坂、〇高橋、〇竹内、〇村尾、×横山 

 監事 〇島村、×土屋   （○：出席 △：委任 ×：欠席） 

１．報告事項 

会員動向（2021年 11月 1日現在） 

【湘南】 【県央】 【ベイサイド】 【多摩・田園】 計 

 37 31 32 28 128（Eグループ会員 114名） 

11月 1日入会 別所 洋一氏（県央）（再入会：議論は後述） 

11月 18日入会 落合 雅晴氏（多摩・田園） 

２．確認事項 

１）じゃおサロン開催日程 

① 12月 4日（土） 16:00～18:00（オンライン開催、開場：15時 45 分） 

担当：湘南（大出委員）・・・予定どおり実施する 

演題：アフリカ マサイの人々と暮らして 

講師：永松 真紀（ながまつ まき）様 

② 2022年 1月 23日（日）15:00～17:00 

担当：県央 

演題：ふるさとに帰る（じゃおニュース 12月号の近況報告参照） 

講師：前田 康行氏（県央会員） 

２）会員だより執筆予定者 

12月号 宮松 順憲（県央）、向田 孝義（多摩・田園）、村尾 篤彦（ベイサイド）、 

 村田 和彦（湘南）、安田 賢二（湘南）、山岡 義典（湘南） 

1月号 山口 安弘（県央）、山﨑 興司（多摩・田園）、山本 健介（湘南）、 

 山本 達也（湘南）、山本 禎勇（多摩・田園）、山脇 哲郎（多摩・田園）  

３．討議事項 

１）臨時総会の開催、方法と議事内容について（大出委員） 結果⇒異議なし 

① 2021年 1月 23日（日）13：30～15：00にオンライン形式で開催する。 

「添付資料１：臨時総会の開催日程・方法・準備等について」参照 

Eグループ会員はアンケートフォームによる議決権行使とし、非 Eグループ会員はハガキ

による議決権行使とする。 

② 議案は以下の通りとするが 12月末をめどに最終決定する。 

「添付資料２：臨時総会議案書」「添付資料３：じゃおクラブ経費項目一覧/検討すべき事

項/結論」参照 

一号議案：じゃおクラブ本部の運営・活動の見直し 

 じゃおサロン（付随する健康体操・懇親会を含む）、総会後の特別講演は実施しない。 

 通常総会の開催方法・議案書について（通常総会は原則オルタ館で実施、総会後、参
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加費実費で懇親会を行う。議案書の印刷・製本は行わず Eグループ会員には PDF フ

ァイルを E メールで送信、非 E グループ会員には地域じゃおにおいてコピー等を配

布し情報提供を行う。 

 オルタ館の執務スペースの廃止。（執務スペースを 2022 年 3月末で返却する。） 

 本部から地域じゃおへの移管業務。（じゃおニュース・予定表の非 E グループ会員へ

の配布と総会議案書の印刷廃止に伴い、非 Eグループ会員へのコピーの配布業務等は

地域じゃおに移管する。） 

 以上の報告に対して以下の質問・応答があった。 

石井委員：臨時総会議案書に書かれているような細かい内容を報告する必要がある

か？ 

大出委員：上記報告は運営委員会で議論してきた改革の内容を書いているのであり、

内容確認してほしい。パワーポイントを使って説明するつもりである。 

二号議案：会費の改定および会計規約の改定 

この内容は、次の２）で石井委員からご提案される内容と同じ。２）の内容に変更が生じ

た場合は修正する。 

 年会費を 6,000円（月 500円）から 4,000円（月 300円）にする。 

 地域じゃおへの活動費への配分は 3,000円のまま据え置く。 

 上記に伴い、会計規約の年会費に関する第 1条を改定する。 

２）来年度からの会費削減案について（石井委員）・・・・・結果⇒賛成多数で了承 

「添付資料４：来年度からの会費削減案について」参照 

① 9 月 26 日の運営委員会での協議に基づき、石井委員は上記の臨時総会一号議案として提

案された本部運営・活動費等の見直しを前提として、来年度からの会費削減案を作成した。 

 年会費は 4,000円、新入会員は月割りで 300円とする。 

 このため規約を改定する。（会計規約の年会費に関する第一条を改定する。） 

 今年度末の繰越金は地域じゃおへの配分は行わない。 

② この提案に対する議論は以下の通り 

 竹内委員から会員数は減少傾向にあり、この現象が続いた場合、年会費 4,000円では

近い将来、会の運営に支障が出ることが予想されるため 4,500円にしたほうがよいこ

と、会の運営に必要な費用は繰越金ではなく、会費で賄ったほうが良いことが提案さ

れた。 

又、繰越金の内 30 万円は 30 周年行事に充当されることが決まっていた経緯もあり、

用途を明確にして繰越金の下限、上限を決めるべきではないか？との意見がだされた。 

 繰越金に関する竹内委員の提案に対して、石井委員から 30万円の内、半額の 15万円

は 2021年度初めに地域じゃおに還元していること、5年～10年後に繰越金が不足し

た時は会費の値上げ等を考えざるを得ないことの意見が出された。 

 繰越金の上下限について、大出委員から上下限を設定することによって本部会計が運

営上の制約を受けることを避けたい。また、運営委員が共通認識として、ある程度の

幅を認識していれば、それで良い。との意見が出された。 

 大出委員から途中入会の会員に対する会費徴収に関して 300 円月割りでも良いがク

ォータ制（1 年を 4分割して各期に入会する方を 1,000円単位で減額）は如何？とい

う意見がだされた。 
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 石井委員から会計の立場からは 300 円／月で徴収する方が事務作業上把握しやすい

という意見があった。 

 この大出委員の提案に対し 300円／月に賛成か否か採決した結果、賛成 9：反対 1で

月割りによりで徴収することになった。 

 今村委員から会員募集を行うのに年 6,000円では勧誘しにくい、又、入会月次による

計算の方が説明しやすいとの意見があった。 

 竹内委員から会費額（4,000 円、4,500 円）と繰越金の下限・上限設定の 2 件に関し

て採決を取るように要望があり、2 件に関して挙手による採決を取った結果、会費は

4,000円（賛成 7、反対１）で年会費は 4,000円に決定した。繰越金の上・下限の件に

ついては、上下限を設けない（賛成 7、反対１）で上下限は設けないことに決まった。 

 会則改定に関しては会計規則の他、島村監事から総則第 2条（事務所の所在地）の改

定（表現：事務所⇒住所）が必要との意見が出された。 

３）再入会者に対する会費の徴収について（石井委員）      結論：提案が了承された。 

 「添付資料５：再入会者に対する初年度会費の取り扱いについて」参照 

今回、11月 1日付で再入会された別所氏について「新規入会キャンペーン」との関係で、県央

から会費を徴収できるか否かについて運営委員会で確認してほしい旨の問合わせがあった。 

じゃおクラブのホームページでは「会費無料キャンペーンは 2021 年 6 月から 2022 年 3 月に

新規入会される方が対象です」と書かれている。従って、今回再入会された方からは、規約通

り、会費を徴収する。 

この決定に関し、以下の意見が出た。 

① 今村委員から規約上再入会は規定されているのか？との質問があり、石井委員から、「以

前、入会金（1000円）を徴収していた当時、再入会の方は入会金を免除していたが、その

後、入会金が廃止されたので、現在は新規入会も再入会も同じ条件になった。これは当時

の運営委員会で決議されている。」との説明があった。 

② 大澤委員から今後、休会制度を設けたらどうかとの意見があり、将来の運営委員会の検討

に委ねることにした。 

４）歴史年表の整備について（竹内委員）  結果⇒異議なし 

竹内委員からHPサークルで「じゃおクラブの歴史年表」が問題となった。又、30周年記念と

して「記念誌は作らないが、主なイベントは記録すべきだ」という意見があり、運営委員諸兄

の意見を集約したい、との話があった。現在、歴史年表は「じゃおクラブの 20 年」から抜粋

したものが会員ページ（パスワード必要）に掲載されている。 

この提案に対して、「項目程度なら、やらなくともよいのではないか」といった意見もあった

が、結論として、①会員向けに実施する、②2011年以降のものを付け加える、③今の運営委員

会の任期中に作成する。という事になった。 

この案に対し、竹内委員から「年表を作るとなれば誰かが中心となって情報を集め、掲載・不

掲載を決める必要がある」との意見があり、竹内委員が中心となって実行することになった。 

５）オルタ館事務所スペースの返却に関して（大出委員） 

「添付資料６：オルタ館の事務所スペースの返却スケジュール及び整理整頓作業等ついて」参

照 

2022 年 3月中旬に返却するとすれば 12月中に手を付ける必要がある。大澤代表が中心となっ
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て実施してほしい旨の発言があった。人選（3～4人）は大澤代表に一任したい。 

大澤委員から率川氏とも相談するが、村尾委員にも入ってほしいとの発言があった。 

６）その他：大澤委員から入会の 2 名について E グループ会員か非 E グループ会員かの問い合せ

が会員管理担当委員にあり。別所氏（非 E グループ会員）、落合氏（E グループ会員）との返

答があった。 

４．次回日程 

 運営委員会 日時：1月 23日（日） 10:00～12:00（オンライン開催） 

 議長：村尾委員、書記：石井委員 

 臨時総会 日時：1月 23日（日） 13:30～15:00（オンライン開催） 

 議長：    書記： 

 じゃおサロン 日時：1月 23日（日） 15:00～17:00（オンライン開催） 

以上 

  


