
２０２１年度

啓友会東京支部総会

２０２１年度啓友会東京支部総会　次第

　開会のことば
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日　時：２０２２年７月１６日（土）１６：００～１７：００
場　所：スポーツデザイン研究所オフィス及びオンライン



会長挨拶

　議長選出

　議事録署名人選出

　議事

　　第１号議案　２０２１年度事業報告

　　第２号議案　２０２１年度収支決算報告・２０２１年度会計監査報告

　　第３号議案　２０２２年度事業計画（案）

　　第４号議案　２０２２年度予算（案）

　　第５号議案　埼玉卒後研修会参加について

第６号議案　箱根駅伝3学部合同応援会について

第7号議案　啓友会本部報告

第８号議案　役員改選について

第９号議案　その他

第１号議案

２０２１年度事業報告
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１． 会議

１） 常任理事会

日　時：２０２１年６月１９日（土）１０時から１２時

場　所：スポーツデザイン研究所

議　題：２０２０年度総会準備について

　　　　①リモート（zoom）のホスト名義者の確認

出席者：岩澤、上柿、沼澤、占部

２）常任理事会

日　時：２０２１年６月２６日（土）１６時から１７時

場　所：スポーツデザイン研究所

議　題：２０２０年度総会準備について

　　　　②資料作成について、収支決算報告の監査依頼の日程調整について

　　　　　他

出席者：岩澤、上柿、沼澤、占部

　　３）２０２０年度総会

　　　　日　時：２０２１年７月１７日（土）１６時から１７時

　　　　場　所：スポーツデザイン研究所及びオンライン（ZOOM）

議　題：①事業報告、②収支決算、③２０２０年度事業計画案、④同予算案

5 啓友会報告、⑥箱根駅伝について、

などを審議し、承認された。

２．事業

　　コロナのため、箱根駅伝の応援及び異業種交流会などは全て見送りとなる
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第２号議案

２０２１年度収支決算報告・会計監査報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日

■決算収入の部

項　目 単　価 数　量 小　計

寄付岩澤会長より 2,000 1 2,000 

寄付金（啓友会本部からの助成金） 一式 30,000 

事業収入（研修会） 　 0 

事業収入（啓友会グッズ販売） 　 0 

前年度繰越金 　 178,969 

合　　計 ¥210,969 

■決算支出の部

項　目 単　価 数　量 小　計

事業支出（箱根駅伝応援会） 　 　 　　　　　　　　　　　　0

事業支出（研修会） 　 　 　　　　　　　　　　　　0

講師謝礼 一式　　 0

運営費（資料作成他） 一式 0 

ホームページ運用費 28,000 一式 28,000

会議費 一式 0

予備費（慶弔見舞金他） 一式 0

振込手数料 　 330 

合　　計 ¥28,330 

2021 年度　決　算　収　支　合　計※次年度繰越金 ¥182,636
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第３議案

２０２２年度事業計画（案）

１．２０２１年度総会

　　日　時：２０２２年７月１６日（土）１６時から１７時

　　場　所：スポーツデザイン研究所及びオンライン（ZOOM）

　　

２． 埼玉卒後研修会参加について 

コロナ感染予防のために開催内容の変更はあるが、隣接支部として多くの会員に参加

してもらいたい。ついては、理事役員及び会員の一部交通費補助を検討したい。

　　

３.箱根駅伝３学部合同応援会について

　　日　時：２０２３年１月２日（月）から３日（火）

　　場　所：東京港区芝公園前（都営地下鉄芝公園下車）

　　現在のところ、コロナの感染状況次第であるが、箱根駅伝参加校沿道応援が解除とな

れば、従来通りの三学部合同応援会を実施し、レース後の三学部懇親新年会を3年ぶ

りに開催したい。

　　

４．理事会、常任理事会は随時開催の予定

　　①埼玉卒後研修会の対応について

　　②箱根駅伝三学部合同応援会について

５．イベントなどはコロナの状況次第で秋以降に異業種交流会等を開催企画したい。 

５．その他

5



第４議案

２０２２年度　啓友会東京支部　事業予算(案)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日

■収入予算の部

項　目 単　価 数　量 小　計

年会費 1,000 50 50,000 

寄付金及び広告収入 5,000 5 25,000 

事業収入（研修会） 一式 30,000 

事業収入（箱根駅伝応援会） 一式 30,000 

事業収入（啓友会グッズ販売） 1,000 200 200,000 

前年より度繰越金 　 182,636 

合　　計 ¥517,636 

■支出予算の部

項　目 単　価 数　量 小　計

事業支出（箱根駅伝応援会） 30,000 一式 30,000 

事業支出（旅費・交通費） 1,000 30 名 30,000 

事業支出（旅費・交通費） 25,000 2 名 50,000 

ホームページ運用費 84,000 一式 84,000 

会議費（理事会他・打ち合わせ経費） 5,000 3 回 15,000 

予備費（慶弔見舞金他） 一式 50,000 

振込手数料 330 一式 330

合　　計 ¥259,330 

2022 年度　収　支　予　算　合　計 ¥258,306
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第５号議案　

「第３８回 順天堂大学卒後研修会 埼玉大会」のご案内について

４月末の常務理事・埼玉支部実行委員会役員による開催可否決定会議において協議

の結果、「卒後研修会埼玉大会」は感染対策を最大限強化・構築し、埼玉会館に集客

をして実施することとなりました。

「順天堂大学同窓会（懇親会）」は、３学部同窓会が相互の連携と親睦を図ること

を目的として開催を期待しておりましたが、コロナ禍の社会状況及び飲食を伴う会で

あることから、今年の開催は断念することに決定しました。開催を望む声が多く聞か

れるなか、今後制約が解消し皆で集えるときを楽しみにしたいと思います。

卒後研修会開催に際しましては、現在の社会情勢を受け集客の規模を縮小し、高校

生・一般の方々には公開しないことで決定しました。ご了承ください。なお、申し込

みはＷｅｂ申込・ＦＡＸ申込の両方に対応し、受付は６月１日からとなります。申込

案内をご参照ください。

今後、緊急事態宣言・まん延防止措置等が発令された場合は中止もありうることを

ご承知おきください。

また、参加当日は、検温、マスク着用、手指の消毒等、感染予防にご協力いただく

と共に、会場内では、担当者の指示に従っていただきますようお願い申し上げます。

「第３８回　順天堂大学卒後研修会　埼玉大会」 開催要項　

１　主催　順天堂大学　啓友会

２　後援　埼玉県教育委員会　さいたま市教育委員会　(公財)埼玉県スポーツ協会
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(公財)さいたま市スポーツ協会　埼玉新聞社　株式会社テレビ埼玉　ＦⅯ ＮＡＣＫ５

３　主管　啓友会埼玉県支部・医学部同窓会埼玉県支部・看護学部同窓会埼玉県支部

４　期日　令和４年８月　２０日（土）～　２１日（日）

５　会場　研修会場：埼玉会館大ホール　（ＪＲ浦和駅西口から徒歩６分）

　　　　　〒330-8518　埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-1-4　　TEL048-829-2471

６　趣旨　順天堂大学で学んだ卒業生が一堂に会し、初心を忘れず自己研鑽する場とすると共に、大学

　　　　教職員・卒業生が絆を深め、一層の発展を期するものとする。また、順天堂大学の医療・健康・　

　　　　スポーツ科学の知見等を一般に公開し、健康福祉の向上と順天堂大学の一層の理解周知を図る。

そして、開催支部の活性化を図ることを期するものとする。

７　日程

８月　２０日（土） ８月　２１日（日）

１２：１５ 受付：埼玉会館大ホール 　　９：００ 受付：埼玉会館大ホール

１３：００ 開会行事 　　９：１０ 研修３　室伏  由佳(スポ) 

１３：２０ 研修１　堀江重郎（医学） １０：００ 研修４　長富美恵子（看護）

１４：２０ 研修２　天野  篤（医学） １０：５０ 休憩

１５：４０ 休憩 １１：００ 研修５　鈴木 　茂　（スポ）

１５：５０ 講話 小川秀興 理事長　 １２：１０ 閉会行事

１６：３０ 写真撮影 １２：２０ 解散

１７：００ 終了・移動

８　参加費　　無料　

９　その他　　部分的な参加も大歓迎。

8



講師紹介

研修１　「 アンチエイジングの最前線 」　8月20日（土）13：20～

　講師　堀江 重郎　　順天堂大学　医学部　泌尿器科学講座　主任教授

・1995年 国立がんセンター中央病院 泌尿器科 

・2002年 杏林大学医学部 泌尿器科学教室助 教授

・2003年 帝京大学医学部 泌尿器科学教室 主任教授 

・2012年 順天堂大学大学院医学系研究科 泌尿器外科学 教授

研修２　「 人生100年時代のむきあい方 」　8月20日（土）14：20～

　講師　天野　篤　心臓血管外科医 学校法人順天堂理事・同学心臓血管外科

特任教授

・2002年 7月順天堂大学医学部心臓血管外科教授に就任

・2012年東京大学医学部附属病院にて上皇陛下の冠動脈バイパス術施

・2016年 4月～2018年 3月 順天堂大学医学部附属順天堂医院院長

・2021年 4月 1日より同大学心臓血管外科特任教授に就任し現在に至る

講　話　「 順天堂大学の近況と未来（仮）」　8月20日（土）15：50

～

　講師　小川　秀興　　学校法人順天堂（第9代堂主）理事長

・2004年　学校法人順天堂　理事長・順天堂大学　学長（兼務）

・2013年　一般社団法人日本私立医科大学協会理事長会　代表

・2013年　公益財団法人医学教育振興財団　理事長

・2015年　公益財団法人日中医学協会　理事長

研修３　「 スポーツとアンチ・ドーピング 」　8月21日（日）9：10～

　講師　室伏 由佳　　順天堂大学スポーツ健康科学部　准教授
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・2004年　アテネオリンピック陸上競技女子ハンマー投　日本代表

・2005、2007年　陸上世界選手権　女子円盤投、ハンマー投　日本代表

・2019年 順天堂大学スポーツ健康科学研究科 博士後期課程 修了

※日本アンチ・ドーピング機構アスリート委員会 委員

研修４　「 効果的な感染対策 」         　8月 21日（日）10：00～

　講師 長富 美恵子　順天堂大学 医学部附属静岡病院 感染対策室 看護

師長

・1981年　順天堂看護専門学校卒

・2009年　順天堂大学大学院医療看護学研究科卒

研修５　「 歴史ある学び舎に学んで 」 　    8月 21日（日）11：00～

　講師　鈴木　茂　埼玉県サッカー協会 会長　

・2010/10～2016/6　大宮アルディージャ　代表取締役社長

・2017 年　ラグビー World Cup2019 埼玉県推進委員会アドバイザー

・2018 年　公益財団法人　埼玉県サッカー協会会長

・2022 年　埼玉県「WEリーグ機運醸成委員会」委員長

第6号議案

第99回東京箱根間往復大学駅伝競走三学部合同応援について
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　令和5年 1月2日・3日に行われます、第99回東京箱根間往復大学駅伝競走の順天堂大学３学部同窓会応

援会を、3年ぶりに開催したいと思います。

今年の98回大会は15年ぶりに準優勝を果たし、順天堂大学関係者は喜びに沸きました。そして、いよい

よ来春は、12回目の優勝を狙える位置に付き、三浦選手をはじめ選手たちの成長ぶりには目覚ましいものが

あります。また、3年ぶりの沿道応援が解除されることも予測され、それに対しての準備は抜かりなく取り組

まなくてはなりません。そして、医学部、看護学部の OB/OGものみなさん達が心待ちにされている新春懇親

会もなんとか開催したいと考えています。

以下は、これまで通り3学部合同応援会を開催にするにあたり、その進行と準備に備える概要をお知らせ

します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

日　　　 時 ：2023年 1月 2日・3日　往路8:00スタート（大手町）

集 合 場 所 ：芝公園　順天堂大学幟が目印

集 合 時 間 ：往路　7:00　復路　12:00

応 援 場 所 ：芝公園（下記地図参照）

予想通過時間：２日８時１５分頃　３日１２時３０分頃～50分

世 話 役　：※斉藤伸一（090-3238-0991）岩澤健一（090-2530-8882）

上柿和生（080-5684-5572）占部　敦（090-7724-7072）  

準　　備　：往路　2日 7時芝メルパルクロビー集合

　　　　　　　　　　　7時10分頃より、応援幟の設置

　　　　　　　　　　　8時30分頃より、応援体制解除と撤収 

　　　　　　復路　3日 11時 00分頃、芝公園付近集合

　　　　　　　　　　　11時 30分頃から応援幟の設置

　　　　　　　　　　 14時頃　現地撤収　メルパルクへ移動 

事 務 局　：順天堂大学啓友会事務局
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（0476-98-1031/email：keiyu@juntendo.ac.jp）

懇 親 会　：3日　ホテルメルパルク　14時 30分～17時 00分　

　　

第 7号議案

　

啓友会本部報告

　

　会則改正などについて

　

　本学の旧体育学部、現スポーツ健康科学部は、発足して 70年を迎えましたが、それに合わせて

同窓会組織である啓友会も、時代の変化に応じて組織活動に関わる事業内容が変化してきました。

特に令和 3年から、新入生の増員と学科の廃止に伴い、学生への助成事業の拡大が顕著になり、そ

れに対応するための会則などの変更が必要となってきました。

　こうした諸事情から、昨年の 6月に会則等改正検討委員会の設置が決まり、それ以降、会則改正

作業を進めてきました。

　そして、本年 6月 18日の全国代議員会において、会則改定内容が承認されました。

その概要と検討員会の作業内容経過については、啓友誌 56号 84ページに記載されていますので、

ご参照いただきたくお願いします。ここでは、その要旨を改めてご報告いたします。
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第 8号議案

　役員改正について

　

東京啓友会　会則第三章役員の第 15条により

本年度は改選期に当り、その任期（3年）において選任を行うものとします。

　なお、別紙は前期までの理事に、今期にお願いしたい新任候補を含めて候補リストを作成してい

ます。

　

つきましては、継続再任と新任を、ご本人の承諾を基にして、出席者のご承認をお願い致します。

第 9号議案　その他
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