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静薬学友会関東地区同窓会会員の皆さま

本来はオリンピックイヤーであった2020年ですが、新型コロナ
ウイルス感染症により、さまざまな職域やご家庭で何らかの影
響を受けてお過ごしではないかと存じます。

関東地区同窓会としても、会員が一堂に会してのイベント開催
が難しい現状に鑑み、これまで総会で行ってきた諸報告事項を、
まず幹事会メールでやりとりして合意のうえ、学友会会報およ
び学友会ホームページで公開することにしました。
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地区総会の開催(隔年）

学友会本部との連携

学生・同窓生の支援

幹
事
会
で
協
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決
定
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活動内容

隔年は原則→2020年の対面開催は難しい

関東地区同窓会の主な活動は、①地区総会の開催、②学友会本
部との連携、③学生・同窓会の支援であり、これらを幹事会で
協議・合意し決定のうえ実行しています。

特に、①は最大の行事です。これまでは講演会・懇親会と同時
開催し、学友会本部や県立大学からゲストをお招きして学友会
や大学の現状を伺い、タイムリーな話題を聞く機会にしてきま
した。

②について、2018/19年度は本部理事4名、代議員7名の体制で、
学友会本部との連携も図ってきました。

③に関しては、4月に大学で開催される学生向け就職説明会へ
の協力が主な活動です。
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地区総会 学友会 学⽣⽀援
●地区総会･講演会開催
18年10⽉28⽇
＠アルカディア市ヶ⾕

●本部総会
18年5⽇20⽇(6名)
19年5⽉19⽇(6名)
20年6⽉ 7⽇
→書類送付･メール返信

●就職説明会への協⼒
18年4⽉21⽇(9名)
19年4⽉13⽇(6名)
20年4⽉11⽇予定

→中⽌

●本部理事会参加
①18年 4⽉14⽇(3名)
②18年 7⽉14⽇(4名)
③18年10⽉13⽇(3名)
④19年 1⽉12⽇(3名)
❶19年 4⽉13⽇(4名)
❷19年 7⽉13⽇(3名)
❸19年10⽉19⽇(0名)
❹20年 1⽉11⽇(4名)

その他
●⽬⿊会開催時の⽀援
●県⼤薬学部事業への
協⼒

●幹事会
18年6⽉ 1⽇＠⽇本橋
18年9⽉25⽇＠⽇本橋
20年2⽉ 5⽇＠新宿
20年7⽉ 4⽇(Zoom開催)
20年7⽉ 9⽇(Zoom開催)

2018/19/20年度(4～7月)活動報告

2020 静薬関東地区同窓会総会

以下に2018/19年度から2020年度の活動を挙げます。

【地区総会】前回は2018年10月28日に地区総会・講演会・懇親
会を行い、43名が参加しました。
【幹事会】2018年は総会準備で2回開催。2020年度総会に向け、
2019年度末から検討を始めたところ、コロナ禍で中断。その後、
本部に準じた方法で総会を開催するか、今後に備えて幹事会
メールとZoomを用いて検討しました。
【学友会】本部理事会と総会に本部理事及び代議員の該当者が
参加しました。
【学生支援】2018年、2019年の就職説明会は学友会としての
ブースが設けられ、関東地区メンバーが中心となって相談に応
需しました。
【その他】目黒会は、関東を中心に様々な分野で働く卒業生に
ご参加いただき、講演会開催や情報交換を目的として行ってき
た勉強会です。今後も必要な機会には協力していきます。
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2018/19年度地区体制

2018.10.28 静薬関東地区同窓会総会資料より再掲

⽒名 担当 ⽒名 担当
本島玲⼦ (S58卒) ★地区代表 安倍道治 (S46卒) ◆●

●地区代表代⾏ ⼤澤勝⼀ (S59卒) ●
中村真典 (S51卒) 地区代表代⾏ 関本征史 (H8修了) ●★＊
⼤家 毅 (S59卒) 地区代表代⾏ 太⽥福⼦ (S44卒)
多⽥義孝 (H01卒) ★ 後藤守男 (S45卒)
松浦⼤輔 (H01卒) ★ 富坂 修 (S45卒)
中村和重 (H04卒) ★⽬⿊会代表 桶川 修 (S46卒) 会計監査
佐藤泰⼠ (H05卒) ★ 稲葉良⽣ (S50卒) 会計監査
加藤彩⾹ (H26卒) ★＊地区会計 ⻫藤喜孝 (S55卒) ＊

松本正敏 (S57卒)
◆本部副会⻑(1名) ●本部理事(4名)
★本部代議員(7名) ＊新任幹事 2018年10⽉28⽇現在

仲⾕博明 (S45卒)

4

最後に、2018/19年度の活動を担ってきた地区体制をお示しし
ます。
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静薬学友会関東地区同窓会
2020/21年度

事業計画

静薬学友会関東地区同窓会
2020/21年度

事業計画
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地区代表 本島玲子

2020年8月16日

地区代表 本島玲子

2020/21年度の事業については、具体的な計画を立てにくい状
況ですが、基本的にはこれまでと同様の内容で行っていきます。
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2018/19年度に掲げた課題の現状
｢地区同窓会活動の活性化｣は現在も大きな課題

活動
参加者の
職域拡⼤

会員の
把握

学⽣時代
からの
意識づけ

参加の
メリット
づくり本部

との
連携

まず、2018年の総会で掲げた課題の現状ですが、「地区同窓会
活動の活性化」はいまだに大きな課題です。

【会員の把握】関東地区在住で静薬学友会本部が把握している
人や学友会ホームページの「マイページ」に連絡先を登録・公
開している人に総会告知等の連絡を行い、把握率を上げたいと
考えています。
【活動参加者の職域拡大】総会・講演会・懇親会で取り上げる
話題や開催日時・場所を工夫しています。
【学生時代からの意識づけ】学生評議員の選任など学友会本部
の活動で徐々に浸透してきたと思います。
【本部との連携】掲げた課題の中では最も実現（実行）可能な
項目です。
【参加のメリットづくり】学生は「就職や進路に関する情報が
得られる」､社会人は「同級生など旧知の人や､大学では接点が
なかった同窓生とのつながりができる」こともメリットになり
得ると考えています。
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就職説明会再開時は若手を中心に協力者を募り参加｡県大のノウハウ
を生かした同窓生向け遠隔講演等も今後検討

理事会や総会へは理事･代議員が参加｡会員が多い地区として､引き続
き積極的な連携を行う

総会の議決･報告事項は幹事会メールを介した合意形成が可能だが､
｢会員相互の親睦｣と｢必要な知識･技術の向上｣(会則3)の観点から
開催可能な状況になれば再度､講演会･懇親会等の計画を行う
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2020/21年度 事業計画

地区総会等の開催1

学友会本部との連携2

学生･同窓生の支援３

新型コロナウイルス感染症の状況次第で柔軟に対応

活動の内容や時期・方法については、今後の状況に応じて幹事
会を行い、柔軟に対応していきます。

【地区総会】同時開催の懇親会を楽しみにしている会員も少な
くありません。旧知の同窓生、地区総会の折りでないと会う機
会がない学年や職域の異なる同窓生と親睦を深め、情報交換す
る機会として、可能になり次第、開催を検討します。
【学友会本部との連携】理事会と総会については、本部の開催
方針に従って協力します。
【学生・同窓生の支援】遠隔講演会を開催可能かの議論も行い
ましたが、関東地区の幹事を中心とした運営・管理は現状では
難しく、本部や他地区も巻き込み、大学のノウハウも得て十分
に検討する必要があるとの結論に達しました。
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氏名 担当 氏名 担当

本島 玲子(S58卒)[東京] ★地区代表 大澤 勝一(S59卒)[東京] ●

仲谷 博明(S45卒)[東京] ●地区代表代行 関本 征史(H8修了)[神奈川] ★

中村 真典(S51卒)[東京] 地区代表代行 太田 福子(S44卒)[東京]

大家 毅(S59卒)[栃木] 地区代表代行 後藤 守男(S45卒)[東京]

多田 義孝(H01卒)[東京] ★ 富坂 修(S45卒)[神奈川]

松浦 大輔(H01卒)[茨城] ★会計監査 桶川 修(S46卒)[東京]

中村 和重(H04卒)[東京] ★目黒会代表 稲葉 良生(S50卒)[神奈川] 会計監査

佐藤 泰士(H05卒)[東京] ★地区会計 高橋 俊博(S55卒)[群馬] ＊

加藤 彩香(H26卒)[東京] ★ 松本 正敏(S57卒)[千葉]

2020/21年度 地区体制

2020 静薬関東地区同窓会総会

[自宅または勤務先] ●本部理事(2名)★同代議員(7名)＊新任 2020年8月16日現在

安倍道治氏(S46卒)は2020年6月19日付 本部臨時理事会にて､代表理事･会長就任の
ため､関東地区同窓会幹事を退任

最後に2020/21年度に向けた地区体制をご紹介します。
これまで、学友会本部副会長・理事と関東地区同窓会の幹事を
兼任されてきた安倍道治さんが、2020年6月19日の本部臨時理
事会にて、会長・代表理事に就任されました。

地区同窓会の幹事は時折フレッシュな顔ぶれを迎えつつも、長
年概ね同じメンバーで活動を継続してきました。関東地区同窓
会に興味を持っていただけたら、「静薬学友会」ホームページ
(http://shizuyaku.jp/)の「マイページ：WEB名簿システム」
などもご利用いただき、同級生や同じ教室の卒業生と連絡を取
り合って、活動にご参加いただければ幸いです。

参考までに次ページ以降に、対象都県で静薬学友会のWEB名簿
に登録されている会員数と地区同窓会の会則を掲げます。
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静薬学友会関東地区同窓会
静薬学友会｢マイページ:WEB名簿システム｣→

｢会員検索｣に情報公開している会員(2020年8月16日現在)

茨城 66

神奈川 225

千葉 119

栃木 23

群馬 25

埼玉 122

山梨 19

東京 208

今後､講演会､懇親会などの活動が可能になった際には
ぜひご参加ください！

※都県人数は
住所地に基づく

【参考】静薬学友会関東地区同窓会会則
第1条 本会は、静薬学友会関東地区同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦と必要な知識と技術の向上を図り、
併せて母校並びに学友会の発展を期することを目的とする。

第3条 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。
1.会員相互の連絡並びに知識、情報の交換に関すること。
2.母校並びに学友会との連絡に関すること。
3.薬学、薬業の振興に関すること。
4.卒後教育に関すること。
5.その他、必要と認めたこと。

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
関東1都6県及び山梨県に居住または勤務する静薬学友会員。

第5条 会費及び会計に関すること。
1.本会の経費は､学友会援助金及び総会時の臨時会費等をもってこれに

あてる。
2.本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本会の会計事務を処理するために、金銭出納簿を備え、総会に報告す
るものとする。



第6条 本会は、次の役員を置き、会務を分掌する。
1.代表 1名

本会を代表し、会務を総理する。また、必要に応じ役員会を召集する。
2.代表代行 3名

代表を補佐し、代表に事故あるときはこれを代行する。
3.会計 若干名 地区同窓会の経理を処理する。
4.幹事 若干名 代表の召集により、第10条に定める事項を行う。
5.会計監事 2名 経理の監査を行う。

第7条 役員の選任方法は、次の通りとする。
1.代表 総会において会員の中から互選する。
2.その他代表が選任し、委任する。

第8条 役員の任期は、4年とする。但し、重任は妨げない。補欠により就
任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第9条 総会に関すること。
2年に1回以上開催し、本会の運営に関して次の議決・報告を行う。
①議決事項：代表の決定
②報告事項：会則の変更、事業計画、収支決算、役員改選、その他

第10条 役員会は、次の事項を議決する。
1.地区同窓会の運営事業に関すること。
2.総会付議案に関すること。
3.本会会則に関すること。
4.その他必要と認めたこと。

第11条 本会則に定めていないものに関しては、役員会において協議決定する。

付則 本会則は、平成30年10月28日より実施する。

なお、旧「静薬学友会関東支部会則」は同日付で廃止する。

(参考) 静薬学友会関東地区同窓会細則
1.会費の運用に関すること

会費の運用については、役員会にて決定する。
ただし、金額が5万円以下の支出については、代表の判断にて支出し、後日の役員
会に報告することを可とする。
会計については、会計担当がまとめ、会計監事による監査の後に、総会に報告する。

2.役員会を開催するにあたり、出席者には、実費の範囲で5千円を上限に交通費およ
び食事代等の必要経費を交付できる。

本細則は、平成30年10月28日から施行する。
なお、旧「静薬学友会関東支部細則」は同日付で廃止する。
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