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平成24年6月30日
全塾協議会事務局
全塾協議会規則第22条第1項に基づき、平成24年6月25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
2012/6/25
議事概要記録
全協
平成24年度6月期全塾協議会
名称
場所

三田キャンパス 南校舎 471教室

1/2頁
日時

平成24年6月25日 18:30～20:45

事務局長、事務局次長

出席者

文化団体連盟、體育會本部、全国慶應学生会連盟、全塾ゼミナール委員会、四谷祭実行委員
会、四谷自治会、芝学友会、国際関係会、共済部、福利厚生機関
全塾協議会事務局 14名
議案提出者 6名

事務局長 伊藤 涼太
事務局次長 南條志緒マリオン
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 印南まどか
體育會本部：體育會本部 主幹代理 宇佐美嘉彬
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 久保友人
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員会 委員長 田口貴久
四谷自治会：四谷自治会 会長 岡本泰治
出席者詳細
四谷祭実行委員会：四谷祭実行委員会 委員長 秋葉庸平
芝学友会：芝学友会 会長 外山太士
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 齋藤潤
国際関係会：国際関係会 代表 グリーンエリック幸太郎
共済部：大野瑛 土屋大輔

次第

事務局：事務局長首席参事 局長室長 谷口奈津子、総務部長 田畑純、広報部部長補佐 黄超逸
他11名
担当・議案提出者
1,開会宣言
事務局次長 南條志緒マリオン
2,事務局長挨拶
事務局長 伊藤涼太
総務部長 田畑純
3,定足数確認
4,配布資料の確認
局長室長 谷口奈津子
5,前回議事録の確認
議長 齋藤潤
6,議事録作成人の指名
7,報告事項
①事務局報告
事務局長 伊藤涼太
②総務部報告
総務部長 田畑純
③財務部報告
財務部長代理 諸田
④広報部報告
広報部部長補佐 黄超逸
⑤企画部報告
8,協議事項
①全塾ゼミナール委員会の代交代承認申請
全塾ゼミナール委員会 委員長 粂田朋来
②四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 秋葉庸介
③全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請

全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長 久保友人

④應援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑤国際関係会の独自財源特別支出承認申請
⑥共済部の独自財源特別支出承認申請

應援指導部 会計 佐野心一
国際関係会 代表 グリーンエリック幸太郎
共済部 代表 大野瑛
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9,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
10,閉会宣言
内容
全塾ゼミナール委員会の代交代承認申請
四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認

局長室長 谷口奈津子
事務局次長 南條志緒マリオン
番号
31号
可決
32号
可決
33号
可決
34号
可決
35号
可決
所管
全塾協議会事務局 財務部

全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請

應援指導部の独自財源特別支出承認申請
国際関係会の独自財源特別支出承認申請

内容

継続事項 共済部の独自財源特別支出承認申請

平成24年6月30日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部

建部 知里

印

印南 まどか

印

この議事録が正確であることを証する。
全塾協議会 事務局長

伊藤 涼太

印

文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長
體育會本部 主幹

檜垣 卓志

印

全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長
全塾ゼミナール委員会 委員長

田口 貴久

四谷自治会 会長

印

芝学友会 会長

岡本 泰治
外山 太士

福利厚生機関本部 代表

印

齋藤 潤

印

久保 友人
印

印
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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

議事詳細記録
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内容（詳細）
事務局次長 南條志緒マリオンが開会を宣し、事務局長 伊藤涼太の挨拶の後、総務
部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。
局長室長 谷口奈津子が、既に配布された資料と、前回議事録の確認を行なった。

事務局長 伊藤涼太は、全塾協議会規則第17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、福利厚生機関本部代表 齋藤潤が議長に選任された。
7,議事録作成人の指名 議長は、議事録作成人として事務局総務部を指名し、上部団体の賛成を得た。
6,議長の指名

(1)事務局からの業務報告

8、報告事項

①総務部報告
議事録管理等、通常業務を遂行。
②財務部報告
監査の状況、特別支出申請、リーダーズキャンプについてを報告。
③広報部報告
全塾協議会事務局のWEBの変更、塾生新聞へのプレスリリース配信開始を報告。
④企画部報告
報告事項なし。

（１）全塾ゼミナール委員会の代交代承認申請
全塾ゼミナール委員会より、全塾ゼミナール委員会代交代承認申請が上程され
た。全塾協議会は、満場一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を
承認した。
（２）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より、独自財源特別支出承認申請が上程された。この協
議事項は先月行われた５月期全塾協議会からの引き続きの議案である。特別支出の
内容は、ミス・ミスターキャンパスコンテストの賞金(10万円)および芸能人ゲストへの招
待出演料(30万円)である。全塾協議会は、満場一致でこれを可決した。また、事務局
長 伊藤涼太は本決議を承認した。
9,協議事項
（３）全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請
全国慶應学生会連盟より、独自財源特別支出承認申請が上程された。特別支出の
内容は、 渉外団体へのお菓子、花束等の差し入れ（５万円）である。全塾協議会は、
慎重審議の上、満場一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承
認した。
（４）應援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部会計より、独自財源特別支出承認申請が上程された。特別支出の内容
は、リーダー部前期納会費用（4,000円×17人＝68,000円に予備費として12,000円＝
８万円）である。全塾協議会は、慎重審議の上、満場一致でこれを可決した。また、事
務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
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内容（詳細）

（５）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、交付金特別支出承認申請が上程された。特別支出の内容は、留学
生歓迎懇親会の費用（ホストファミリー懇親会 飲食費10,000円、ＩＷＣＯ会議参加の為
の渡航費援助156，000円、交換生送迎の為の交通費援助75,000円、企業へのお礼の
為の菓子代3,000円、ホストファミリーへのサンキューカード代13家庭×500円＝6,500
円、交換生への生花代2,000円×13名＝26,000円）である。全塾協議会は、慎重審議
の上、満場一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
9,協議事項

（６）共済部の独自財源特別支出承認申請
共済部より、独自財源特別支出承認申請が上程された。特別支出の内容は、事務員
の今年度分の給与140万円(年70万円×2人分)である。4月期全塾協議会定例会の際
に言い渡された事項に基づき、共済部の展望に関する説明資料が提出された。しか
し、協議を進めるうち、4月期全塾協議会定例会で指摘された、事務員の共済部にお
ける必要性と、それを交付金から支出することの正当性に関する説明が十分ではない
と判断された。また、全塾協議会が求めている学生自治という理念から、遠ざかってい
るということが判明し、結論は白紙に戻された。全塾協議会は本決議を次回に持ち越
し、７月期全塾協議会定例会に際し、共済部の展望について改めて提出を求めた。

(1)次回全塾協議会の日程
10,連絡事項

事務局長 伊藤涼太は、全塾協議会規則第4条に基づき次回全塾協議会日程につい
て諮ったところ、満場一致を以って、次回全塾協議会を平成24年7月9日に開催するこ
とを決定した。

11,閉会宣言

事務局次長 南條志緒マリオンが閉会を宣し、20:45に閉会した。

