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2017年9月22日
全塾協議会事務局

全塾協議会規約第27条第1項に基づき、平成29年3月28日に開催された全塾協議会の議事録を公開する。

以下、議事の概要に続く。全2P
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全協
名称
場所

平成29年3月期全塾協議会
三田キャンパス 南校舎 437教室
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日時

平成29年3月28日 18:30～19:46

事務局長,事務局次長,塾生代表

出席者

文化団体連盟、体育会本部、全国慶應学生会連盟、全塾ゼミナール委員会、四谷自治会、芝学友会、福利厚生機
関
全塾協議会事務局 12名
議案提出者 9名

事務局長 丹羽直也
事務局次長 北尾成美
塾生代表 村野元紀
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 貴田航
体育会本部：体育会本部 主幹 平野皓大（代理）
全国慶應学生会連盟：全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長 増田碧
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員会 委員長 八木洋樹
四谷自治会：四谷自治会 会長 友岡領
出席者詳細
芝学友会：芝学友会 会長 中込愛
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 鞍馬進之介（代理）
事務局：総務部長 山下真里奈、財務部長 山隈一久、広報部長 羽飼彩 他7名
議案提出者: 全塾協議会事務局、国際関係会、應援指導部、秋祭実行委員会、全国慶應学生会連盟、卒業アルバ
ム委員会、四谷自治会、四谷祭実行委員会、矢上祭実行委員会、オリエンテーション実行委員会
1,開会宣言
2,塾生代表挨拶

担当・議案提出者
事務局長 丹羽直也
塾生代表 村野元紀

3,定足数確認
4,配布資料の確認
5,前回議事録の確認

総務部長 山下真里奈

6,議長の指名
次第

7,報告事項
(1)塾生代表報告

塾生代表 村野元紀

(2)事務局報告

事務局長 丹羽直也

①総務部報告

総務部長 山下真里奈

②財務部報告

財務部長 山隈一久

③広報部報告

広報部長 羽飼彩

④企画部報告

企画部長 佐々木優吏

(3)その他
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8,協議事項
全協
①全国慶應学生会連盟の特別支出承認申請
全国慶應学生会連盟 財務 尾関大地
②四谷自治会の代交代承認申請
四谷自治会 会長 友岡領
③應援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部 会計 高橋真彦
④国際関係会の独自財源特別支出承認申請
国際関係会 財務 小池優美子
⑤卒業アルバム委員会の代交代承認申請
卒業アルバム委員会 委員長 櫻井貴太
⑥オリエンテーション実行委員会の独自財源特別支出承認申請オリエンテーション実行委員会 ステージ企画長 浅山優芽
⑦四谷祭実行委員会の代交代承認申請
四谷祭実行委員会 委員長 加藤智尋
次第
⑧四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
四谷祭実行委員会 委員長 加藤智尋
⑨矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
矢上祭実行委員会 委員長 坂出壮伸
⑩秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
秋祭実行委員会 財務 幅野莞佑
⑪全塾協議会事務局の団体の公認の申請
全塾協議会事務局 事務局長 丹羽直也
10,連絡事項
事務局長 丹羽直也
①次回全塾協議会の日程
事務局長 丹羽直也
11,閉会宣言
内容
番号
全国慶應学生会連盟の特別支出承認申請
可決
22号
四谷自治会の代交代承認申請
可決
23号
應援指導部の独自財源特別支出承認申請
可決（修正）
24号
国際関係会の独自財源特別支出承認申請
25号
可決
卒業アルバム委員会の代交代承認申請
26号
可決
議決事項
オリエンテーション実行委員会の独自財源特別支出承認申請 可決
27号
四谷祭実行委員会の代交代承認申請

可決

28号

四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請

可決

29号

矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請

可決

30号

秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
全塾協議会事務局の団体の公認の申請

可決
可決

31号
32号

2017年4月29日 議事録作成
2017年9月22日 議事録修正
全塾協議会事務局

事務局長

丹羽 直也

印

この議事録が正確であることを証する。
塾生代表

村野 元紀

印

全塾協議会 議長

八木 洋樹

印

以下、議事の詳細に続く。全3P
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次第
1,開会宣言
2,事務局長挨拶
3,定足数確認
4,配布資料確認
5,前回議事録の確認
6,議長の指名

7、報告事項

8,協議事項

議事詳細記録

1/3頁
内容（詳細）

事務局長 丹羽直也が開会を宣し、塾生代表 村野元紀の挨拶の後、総務部長 山下真里奈より定足
数を満たしたことが発表され、本会の成立が確認された。
総務部長 山下真里奈が、既に配布された資料の確認を行なった。
総務部長 山下真里奈は、全塾協議会規約第16条に基づき議長の選任方法を諮ったところ、満場一
致を以って全塾ゼミナール委員会委員長 八木洋樹が議長に選任された。

(１)事務局からの業務報告
①事務局長報告
人事の改変を行い。総務部長と財務部長に2年生が就任した旨を報告した。
②総務部報告
代交代した団体で代表宛にメールが届いていない団体は、事務局アドレス宛にその旨送信するよう
要請した。
②財務部報告
決算報告書類を改修中であり、3月締団体に対し期限を守るよう要請した。
③広報部報告
引き続きウェブサイトの改訂中であり、予算関連のテンプレートを掲載している旨を報告した。
④企画部報告
全塾協議会事務局のオリエン冊子、パンフレットが完成した旨を報告した。

(1)全国慶應学生会連盟の特別支出承認申請
全国慶應学生会連盟より特別支出承認申請が上程された。その内容は、自治会費より、①三田祭に
ついての話し合いに参加するための交通費として780円、②地方物産展に視察に行った常任委員の交
通費として2,600円（2,160円*1+440円*1）、独自財源より、①追いコンでの花束代（事前申請からの超
過分）として10,000円（1,500円*20人分-20,000円）である。全塾ゼミナール委員会より、定期を所持し
ていないのかとの質問があり、担当者は、三田の定期券のみ所持しており、日吉のものは所持していな
いと答えた。また、事務局より去年よりの花束代の増額理由が問われ、担当者は、以前使用していた花
屋が閉店したため別の店を使用し、花束自体も豪華にしたためであると説明された。塾生代表より、交
通費は独自財源から出すべきではないかとの質問があり、担当者は、独自財源が逼迫していることから
自治会費を使用したい旨が説明された。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(2)四谷自治会の代交代承認申請
四谷自治会より代交代承認申請が上程され、新会長に尾野光祐氏が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
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8,協議事項

議事詳細記録
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(3)應援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自財源より、リーダー部よ
り、渉外費として、①北上翔南高等学校へのお土産・色紙代として2,229円(バインダー1冊、ルーズリフ1束、色紙3枚)、②連盟各校合宿先へ送る差し入れ代として16,000円、③合宿地並びに卒部生送る
色紙代として2,480円（色紙20枚）、器材衣装費として、④部員・幹部Tシャツ代として44,800 円（Tシャ
ツ14枚）、新歓費として、⑤オリエンテーション期間の飲食費として100,000円、飲食料費として、⑥4,5
月給水器材費として25,000 円（氷代1,500 円×10 日 その他給水関連10,000 円）、納会費として、⑦
春合宿納会費追加申請として6,326円、本部より、通信費として、⑧HP作成費用として1,344,600円、渉
外費として、⑨旧副部長通夜告別式対応費用として44,473円（香典 15,000円・生花27,000 円・弔電
2,473円）、⑩福澤先生法要の際の生花16,200円、⑪秋季華の慶早戦で贈呈する花束代として12,960
円、⑫神宮パネル代金として14,000円、⑬卒業生に送る品物代として82,484円（2,426円×34人）、納
会費として、⑭新年納会費用として302,400 円（2800円× 108人）、新歓費として、⑮オリエンテーション
期間の飲食費360,000円（三部門食事会3000円×60人+新人納会3000円×60人)、⑯新歓情報掲載
の為の費用として15,000円、飲食料費として、⑰4,5月給水器材費25 ,000円（氷代1,500円×10日、そ
の他給水関連10,000円）、器材車維持費として、⑱チア練習時駐車場代2,700円（駐車場代900 円×3
回分）、交通費として、⑲渉外活動で使用するレンタカー代として20,000円、⑳慶早レガッタ定期戦の
際の交通費として12,000円（1,200円×10人分）、チアリーディング部より、㉑部員搬送のためタクシー
代として10,340円（行き5,410円・帰り4,930円）、㉒コーチ送迎のためのタクシー代2,260円、吹奏楽団よ
り、飲食費として、㉓新入生歓迎お食事会代71,400円（2,380円×30名）、個人・団体への贈り物代とし
て、㉔新歓合宿の宿の方への菓子折り代3,000円（菓子折り1つ）、新歓合宿の方への色紙代620円
（124円×5）、人件費として、㉕音楽指導料110,000円（月謝100,000円×1ケ月、交通費練習1回につき
1,000 円×10回）、㉖神宮球場音楽指導料10,000円（交通費試合1回につき1,000円×10回）、コピー
カード代（全て譜面印刷目的のみに使用）として、㉗コピーカード代10,000円（1万円分一枚）、追加申
請として、飲食費として㉘新入生歓迎お食事会代追加分26,100円（2850円×30名分+1,980円×30名
分の差額）、個人・団体への贈り物代として㉙卒業生へ贈呈する色紙代追加分372円（124円×3）であ
る。担当者より、⑮について、資料作成の際のミスであり、削除する旨が伝えられた。事務局長より、⑧
について、今後の運営費についての質問があり、担当者は今後検討する旨回答した。事務局より、③
について、色紙の枚数が増えた理由について質問があり、担当者は、書き損じ用の予備であると回答
した。
全塾協議会は修正案を全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(4)国際関係会の独自財源特別支出承認申請
国際関係会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は独自財源より、諸経費として
①HP更新費6,000円、印刷費として②パンフレット印刷費6,000円である。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(5)卒業アルバム委員会の代交代承認申請
卒業アルバム委員会より代交代承認申請が上程され新委員長に櫻井貴太氏が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(6)オリエンテーション実行委員会の独自財源特別支出承認申請
オリエンテーション実行委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は独自財源
より、①スタッフの昼⾷代のお弁当の費用として39,900円（700 円（お弁当代：550 円 飲み物代：150
円）700(円)×19(⼈)×３(⽇)）である。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(7)四谷祭実行委員会の代交代承認申請
四谷祭実行委員会より代交代承認申請が上程され、新委員長に加藤智尋氏が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
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(8)四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
四谷祭実行委員会より特別支出承認申請が上程された。その内容は独自財源より、新入生勧誘活動
費用として、①新入生勧誘食事代100,000円（想定される新入生の人数最大20名/回×一人に対する
費用2,500円 2回）である。担当者より、増額理由について、下級生不足が深刻であるため、実績のあっ
た一昨年の額に戻し、増員を図りたいとの説明があった。塾生代表より、増員に向けた方策が問われ、
担当者より、前年は初めて芝キャンパスに来る学生を対象に新歓を行っていたことから、新2年生が不
足しており、次年度は新1年生のみならず、新2年生も対象にしていくとの方針が示された。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。

8,協議事項

(9)矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
矢上祭実行委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は独自財源より、事後申
請として、 交通費として①渉外活動における交通費5,708円(2月分3,545円+3月分2,163円）、 通常申
請として、交通費として②渉外活動における交通費4,000円(4月分2,000円+5月分2,000円）である。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(10)秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
秋祭実行委員会より、独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は独自財源より、①トラッ
クレンタル代として60,966円（一ヶ月間レンタルトラック一台41,904円+一週間レンタルトラック一台
19,062円)である。事務局より、トラックの使用期間・用途の説明が求められ、担当者は、テントの運搬用
であること、一ヶ月毎日使うわけではないが、運搬担当者のスケジュールの都合もあり、一ヶ月ないと運
びきれないことが説明された。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(11)全塾協議会事務局の団体公認申請
全塾協議会事務局より団体公認申請が上程された。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。

9,連絡事項

(1)次回全塾協議会の日程
総務部長山下真里奈は、全塾協議会規約第19条に基づき次回全塾協議会日程について諮ったとこ
ろ、次回全塾協議会は平成29年4月30日(日)に開催となり、詳細は追って連絡する運びとなった。

10,閉会宣言

事務局長 丹羽直也 が閉会を宣し、19:46に閉会した。

