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平成27年2月22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27年1月19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
2015/1/19
議事概要記録
全協
平成27年1月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 412教室
場所

1/2頁
日時

平成27年1月19日 18:35～19:35

事務局長

出席者

文化団体連盟、体育会本部、全国慶應学生会連盟、福利厚生機関、芝学友会、全塾ゼミナール委員
会、四谷自治会
全塾協議会事務局 14名
議案提出者 9名

事務局長 諸田直也
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 河野維一郎
体育会本部：体育会本部 主幹 飯塚大河
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 河野道大
四谷自治会：四谷自治会 会長 今泉研人
出席者詳細 福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 野口智貴
芝学友会：芝学友会 会長 新貝敢
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員 委員長 松島魁
事務局：総務部長 岡田渉、財務部長 寺岡泰良 他19名
議案提出者：慶早戦支援委員会、Student Counselors、四谷祭実行委員会、オリエンテーション実行委
員会、應援指導部、共済部、国際関係会、体育会本部
担当・議案提出者
1,開会宣言
2,事務局長挨拶
3,定足数確認
4,配布資料の確認
5,前回議事録の確認
6,議長の指名
7,議事録作成人の指名
8,報告事項
事務局報告
①総務部報告
②財務部報告
③広報部報告
④企画部報告
その他報告
①選挙管理委員会報告
9,協議事項
①慶早戦支援委員会の代交代承認申請
②Student Counselorsの代交代承認申請
③四谷祭実行委員会の代交代承認申請
④四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請

事務局長 諸田直也

総務部長 岡田渉
体育会本部 主幹 飯塚大河

総務部長 岡田渉
財務部 部長代理 上森孝史
広報部 部長補佐 上原悠暉
企画部 部長代理 大西敬也
選挙管理委員会 委員長 河野維一郎
慶早戦支援委員会 委員長
Student Counselors 総代表
四谷祭実行委員会 委員長
四谷祭実行委員会 委員長

武藤愛
山本健太
久野真弘
久野真弘

⑤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 委員長 伊藤圭太

⑥應援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑦共済部の独自財源特別支出承認申請
⑧国際関係会の特別支出承認申請

應援指導部 会計 縄茂恩
共済部 代表 鈴木浩太
国際関係会 代表 中村亮太
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⑨体育会本部の代交代承認申請
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言
内容
①慶早戦支援委員会の代交代承認申請
②Student Counselorsの代交代承認申請
③四谷祭実行委員会の代交代承認申請
④四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請

体育会本部 主幹 飯塚大河

総務部長 岡田渉
事務局次長 岡本泰治
番号
1号
可決
2号
可決
3号
可決
4号
可決
⑤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
5号
⑥應援指導部の独自財源特別支出承認申請
6号
可決
⑦共済部の独自財源特別支出承認申請
7号
可決
⑧国際関係会の特別支出承認申請
8号
可決
⑨体育会本部の代交代承認申請
9号
可決

平成27年2月22日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 阿部里紗子
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
全塾協議会事務局次長
全塾協議会 議長

諸田 直也
岡本 泰治

飯塚大河

印

印
印

印
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内容（詳細）

1,開会宣言
2,事務局長挨拶

事務局長 諸田直也が開会を宣し、事務局長 諸田直也の挨拶の後、総務部長 岡田渉
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。

3,定足数確認
4,配布資料確認

総務部長 岡田渉が、既に配布された資料の確認を行なった。

5,前回議事録の確認
6,議長の指名
7,議事録作成人の指名

総務部長 岡田渉は、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、体育会本部 主幹 飯塚大河が議長に選任された。
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。
（１）事務局からの業務報告

8、報告事項

①総務部報告
業務内容を体系化し、年明けにかけて業務マニュアルを作成したことを報告し、今後
の業務におけるミスを減らしていくことを約束した。平成27年度リーダーズキャンプの開催
日程に関して、8月28日～30日を候補として順次調整していくことを報告した。また、塾生
新聞会に対して当日付でプレスリリースを行ったことを報告した。
②財務部報告
予算執行計画書の提出を各団体に呼びかけた。また、今後の帳簿講習会開催の予
定は試験期間後に連絡することを報告した。
③広報部報告
前月議会報の発行を報告した。また、1月期の議会報を１月中に紙媒体で発行する
予定であることを報告した。
④企画部報告
所属団体間の親睦を深めるため、矢上祭実行委員会と塾生会館運営委員会との間
で懇親会を開催したことを報告した。
（2）選挙管理委員会からの報告
試験期間中は選挙管理委員会の運営に問題が生じるため、新学期に事務局長・事
務局次長の選挙を行う予定しており、具体的なことは追って連絡することを報告した。ま
た、ITCと相談し、インターネット上でのweb投票の導入も検討しているとした。
(1) 慶早戦支援委員会の代交代承認申請
慶早戦支援委員会より代交代承認申請が上程され、新委員長に松岡蒼大氏、新財務に
中井一真氏が就任した。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(2) Student Counselorsの代交代承認申請
Student Counselorsより、代交代承認申請が上程され、新日吉代表に西村翔太氏、新会
計監査に島田智史氏が就任した。また、現日吉代表の山本健太氏は新総代表となった。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。

9,協議事項

(3) 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、新委員長に久野真弘氏、新財務
に松田花穂氏が就任した。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(4) 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、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、新入生に対する四谷祭実行委員会への勧誘活動のために2015年5月中旬に計2
回行われる、新入生歓迎懇親会のための費用であり、申請額は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2500円×2回)である。金額が高めに設定
されているのでは、という意見があったが、担当者は現在は他団体から8名手伝いをお願
いしてかろうじて成り立っているため、2015年度はより自律的な運営ができるよう新入生の
勧誘に力をいれ、発展的に活動していくための必要経費だと述べた。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
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(5) 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、2015年4月に新入生に向けてオリエンテーションの一環として行われ
る、ステージ上のパフォーマンス運営に関わる経費634,747円(イントレ代15,7500円、資材
代30,000円、駐車場代・倉庫代等維持費3か月分336,247円、機材代80,000円、修理代
10,000円、hガソリン代6,000円、予備費15,000円)である。予備費が少々高めであったり、
維持費の算出が曖昧である、という意見が上がったが、金額自体は放送研究会が提示し
たもののため、放送研究会関係者不在の場では、議論がしにくいとした。オリエンテーショ
ン実行委員会と放送研究会の間で金額に合意はとれているとのことだが、オリエンテー
ション実行委員会は金額の交渉など、発言力をもっと持つべきであると指摘され、事務局
長 諸田は後日再度本格的な審議を行うべきだと述べた。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田は本決議を承認した。
(6) 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、独自財源の
リーダ会計より、東京六大学野球リーグ以外の応援における給水用飲料代2,200円(ス
ポーツドリンク200円×10本)、同じくリーダー会計より春合宿下見交通費55,000円(レンタ
カー代25,000円+燃料代20,000円+高速道路料金10,000円)、同じくリーダー会計より、春
合宿下見宿泊費、食事代48,000円(1泊6000円×4人×2泊)である。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。

9,協議事項

(7) 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。その内容は、独自財源より、下
宿紹介における電話回線工事費10,2600円(ICTケーブル6,000円、CS205T端子版5,000
円、モジュラーローゼット2,920円、消耗品および雑材料1,380円、工事費72,000円、諸経
費10,800円出精割引▲3,100円、消費税7,600円)である。これは鈴木電気からの例年通り
の見積もりであり、担当者は書面のほかに来月子機のレンタル代を申請する予定であると
述べた。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(8) 国際関係会の特別支出承認申請
国際関係会より、自治会費交付金支出申請が上程された。その内容は、自治会費交付金
より、春期プログラム中における交換生用携帯電話のプリペイドカード代39,000円(3,000
円×13枚)、春期プログラム中における交換生の飲食代156,130円(12,010円×13名)、春
期プログラム中における、交換生の交通費260,000円(20,000円×13名)である。担当者よ
り、プリペイドカード代が39,000円であると訂正され、飲食代は8日間分であると説明され
た。
また、独自財源より、ホストファミリーへの花束代32,500円(花束2,500円×13名)、ホストファ
ミリーへの資料送付代1,500円、ホストファミリーへのサンキューカード代500円、ホストファ
ミリーへ送るDVD代2,600円(DVD200円×13名)、部員が空港に交換生を送迎する際の交
通費200,000円(片道5,000円×往復20名)、春期プログラム中にお世話になる団体への御
礼のお菓子代2,480円(1,240円×2箱)、春期プログラムで協力いただく舞妓さんと芸者さ
んの手配代50,000円である。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を満場一致で可
決した。
(9) 体育会本部の代交代承認申請
体育会本部より、代交代承認申請が上程され、新主幹に鈴木雄太氏、新副幹に森田貴
紀氏、竹内紀夫氏、新財務に内宮晴啓氏が就任した。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。

10,連絡事項

(1) 次回全塾協議会の日程
事務局長 諸田直也は、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27年2月26日に開催することを
決定した。

11,閉会宣言

事務局長 諸田直也が閉会を宣し、19:35に閉会した。

