
期日：
会場：

平成２７年度　全国理事会

資　　料

平成２７年５月４日（月曜日）
ホテル　平安の森　京都



日時：

場所：

進行：司会 藤井　正喜代 （ 16期）

１、 開会

司会開会

２、 会長挨拶

会長 米田　義一 （ 10期）

３、 オブザーバーの紹介（司会）

４、 議長選出と議事録署名人選出
議長

中嶋　隆志 （ 18期）

議事録署名人

荒木　幸二 （ 19期）

有田　祐二 （ 34期）

５、 出欠確認 （司会）

定数52名　出席　　名（委任状を含む）　欠席　　名天心無限會

本会の成立確認

６、 議　事 （各担当）

第1号議案 平成２６年度　事業報告 稲川　貴久 （　30期）

第2号議案 平成２６年度　会計報告 藤井　勝 （　13期）

第3号議案 監査報告 佐賀　豊 （　27期）

千原　眞治 （　12期）

第4号議案 規約改訂について（案） 遠藤　護人 （　15期）

附則 組織分掌について（案） 〃

第5号議案 平成２７年度　役員人事（案） 千原　眞治 （　12期）

新任役員紹介および会長挨拶

第6号議案 平成２７年度　事業計画（案） 長堀　博 （　29期）

第7号議案 平成２７年度　会計予算（案） 藤井　勝 （　13期）

第8号議案 連絡網構築について（案） 長堀　博 （　29期）

第9号議案 その他 鍋山　隆弘 （　33期）

７、 通達連絡事項

ホームページ関係連絡（移管経緯） 長堀　博 （　29期）

ホームページ近況報告（進捗） 高畑　佳幸 （　30期）

その他 （会費納入拡充連絡など）

８、 副会長講評（総評） 各支部長

９、 閉会 司会閉会
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次　　第
天心無限會　平成27年度　全国理事会

平成27年5月4日

ホテル平安の森　京都

午後12時　開会

平成２７年度に於ける運営概況説明



天心無限會　平成２６年度　役員名簿（理事会出欠表）

出欠 氏名 旧性 期 担当 支部

米田　義一 10期 関西
辻　英信 11期 関西
井原　秀二 11期 九中四
蒔田　実 12期 関東
水野　友記 12期 東海
千原　眞治 12期 総務担当 関東
濱﨑　滿 13期 関東
石田　利也 25期 関東

専務理事 稲川　貴久 30期 関東
常任理事 小川　寛 12期 関西

藤井　勝 13期 会計担当 関東
遠藤　護人 15期 関東
西　善久 15期 関西
村山　勤治 15期 関西
緒方　信弘 16期 九中四
中武　士 16期 九中四
平原　稔 16期 東海
藤井　正喜代 16期 関西
杉本　数敏 18期 東海
中嶋　隆志 18期 九中四
荒木　幸二 19期 九中四
肥田　文昭 20期 関西
山本　雅彦 22期 関西
山中　洋介 24期 九中四
長堀　博 29期 ホームページ 関東
田中　芳邦 30期 関西
友弘　浩二 31期 九中四
平尾　泰 31期 関東
石原　たまみ 31期 東海
柳　陽一 32期 関東
伊吹　さおり 山形 32期 関西
杉谷　由美 緒方 32期 九中四
松河　薫 石本 32期 関西
鍋山　隆弘 33期 関東
大塚　真由美 川俣 33期 関東
有田　祐二 34期 関東
岩本　貴光 35期 九中四
金田　充史 35期 関東
竹中　健太郎 36期 九中四
上野山　ますみ 石原 36期 関東
川上　有光 38期 関東
泊　潤 40期 関西
長谷川　誠二 43期 東海

理事 鈴木　義美 岡本 20期 東海
坂口　庄司 20期 関東
小山　正洋 25期 東海
田中　陽介 25期 関東
吉岡　由紀子 竹内 29期 関東
尾曽　恵子 29期 東海
松下　吉進 14期 関東
右田　重昭 19期 関東
佐賀　豊 27期 関東

（出欠凡例：出席＝○　委任状＝△　欠席＝×） 定数52名

会 長

監事

役職
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オブザーバー



第1号議案
2015/5/4

平成2６年度　開催事業および理事会

開催日 開催地

4月22日 東京

5月4日 京都

6月17日 東京

7月27日 福岡

8月1日 神奈川

10月7日 東京

11月26日 東京

12月5日 東京

1月21日 東京

2月24日 東京

3月7日 東京 世界大会激励会開催[男子監督・コーチ・女子コーチ・選手就任]天心無限會

3月27日 愛知
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常任理事会

事業名称

第24回　全国高等学校選抜剣道大会出場支援（女子）

常任理事会

常任理事会

常任理事会

玉竜旗稽古会・懇親会開催

学園入学希望者募集依頼

常任理事会

第61回　全国高等学校総合体育大会出場支援（女子）

常任理事会

全国理事会[事業報告・会計報告・監査報告・事業計画（案）
会計予算（案）等について]

天心無限會
平成２６年度事業報告

作成日：平成27年4月1日

自：平成26年4月1日
至：平成27年3月31日



第2号議案 
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第3号議案
2015/5/4

平成27年3月31日

監事

監事

監事

P5

※監査承認印につきましては、担当監事毎に監査を実施しておりますので当該報告書への署名および捺印は省
略させて頂いております。

監査報告書

　平成２６年度の監査を行ったところ、業務が適正に執行されたこと及び収入・
支出が適正且つ正確に処理されたことを認め、ここに報告致します。

天心無限會

１４期　松下　吉進

１９期　右田　重昭

２７期　佐賀　豊



第4号議案
2015/5/4

以上

規約改訂について（案）

　題記の通り、本会規約改訂つきまして下記の通り上程いたします。

記

　当会発足より１期が経過し本会の活動傾向にも特例を除き事業の流れが有る程度確立さ
れてまいりました。そこで、発足時の規約につきまして本会の運営を速やかに行う為に別
添資料の通り改訂したいと存じます。
　当該案件につきましては人事案件、年度予算案件等にも関連しますので慎重審議の上、
ご承認くださいますようお願い申し上げます。
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第4号議案（附則）

天心無限會

P7

　本規約の改訂に伴いまして下図の通り、組織図概略としまして分掌を諮り速やかな
運営が行えるようにしたいと存じますので本規約改訂案に併せて慎重審議の上、ご承
認下さいます様お願い申し上げます。

　題記の通り、組織分掌つきまして下記の通り上程いたします。

組織分掌について（案）

全国理事会

記

庶務 広報

事業企画

会長
副会長

監事

総務 財務

理事会

常任理事会

理事長
副理事長

2015/5/4

以上



第5号議案

2015/5/4

氏名 旧性 期 担当 支部

米田　義一 10期 関西
副会長 辻　英信 11期 支部長 関西

井原　秀二 11期 支部長 九中四
蒔田　実 12期 支部長 関東
水野　友記 12期 支部長 東海
濱崎　滿 13期 関東
石田　利也 25期 関東

理事長 千原　眞治 12期 関東
副理事長 稲川　貴久 30期 関東
常任理事 藤井　勝 13期 関東

磯部　勝己 北平 14期 関西
遠藤　護人 15期 関東
藤井　正喜代 16期 関西
中嶋　隆志 18期 九中四
田中　陽介 25期 関東
長堀　博 29期 関東
高畑　佳幸 30期 関西
平尾　泰 31期 関東
柳　陽一 32期 関東
伊吹　さおり 山形 32期 関西
松河　薫 石本 32期 関西
鍋山　隆弘 33期 関東
有田　祐二 34期 関東
金田　充史 35期 関東
丸田　恵 小林 37期 関東
長谷川　誠二 43期 東海

理事 小川　寛 12期 関西
西　善久 15期 関西
村山　勤治 15期 関西
緒方　信弘 16期 九中四
中武　士 16期 九中四
平原　稔 16期 東海
杉本　数敏 18期 東海
荒木　幸二 19期 九中四
阪口　庄司 20期 関東
鈴木　義美 岡本 20期 東海
肥田　文昭 20期 関西
山本　雅彦 22期 関西
山中　洋介 24期 九中四
小山　正洋 25期 東海
尾曽　恵子 29期 東海
吉岡　由紀子 竹内 29期 関東
友弘　浩二 31期 九中四
石原　たまみ 31期 東海
杉谷　由美 緒方 32期 九中四
大塚　真由美 33期 関東
岩本　貴光 35期 九中四
竹中　健太郎 36期 九中四
上野山　ますみ 石原 36期 関東
川上　有光 38期 関東
泊　潤 40期 関西
松下　吉進 14期 関東
右田　重昭 19期 関東
佐賀　豊 27期 関東

定数54名

P8

天心無限會　平成２７年度　役員人事（案）

役職

会 長

監事



第6号議案
2015/5/4

平成27年

本部 4/14　平成２７年度　第1回常任理事会（全国理事会議案等）

各会員 5/3～/5　学園剣道研修会・懇親会（5/3）

本部 5/4　全国理事会　京都開催（平安の森　12：00より）

九州支部 7/27　玉竜旗懇親会

関東支部 稽古会・懇親会

九州支部 稽古会

平成28年

各会員 1/3～/6　学園滋賀合宿・懇親会（1/3）

関西支部 稽古会・懇親会

東海支部 稽古会・懇親会（選抜出場の場合は壮行会を兼ねる）

※各支部単位での開催小計画は上表に記していません。
※開催担当支部の事業計画への参加について
　　全国各地（海外も含む）からの参加募集は担当支部より本部またはホームページで行う
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3月

作成日：平成27年4月1日

天心無限會

9月

10月

11月

12月

1月

2月

平成２７年度事業計画（案）

4月

5月

6月

7月

8月



第7号議案 
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第8号議案
2015/5/4

以上

連絡網構築について（案）

　題記の通り、本会連絡網構築つきまして下記の通り上程いたします。

記

　当会の所属する会員に於きまして連絡網の構築・整備を行い各連絡担当者等を定め会員
への連絡事項を速やかに伝達出来る様にしたいと存じます。
当該案件につきましては会員の個人情報を各担当者に周知可能（開示）にしたいと存じま
すので慎重審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。

　また、開示する個人情報を管理する連絡担当者も草案としまして各期代表（主将・主務
等）および複数期代表等の意見を募り承認し総務管轄として今後の連絡網構築を確立した
いと存じますので併せてご意見も伺えればと存じます。
目的としまして、総務管轄として名簿の作成が確立されれば新卒者へのアクションにより
連絡網も同時に確立され新規会員への案内（会費納入も含む事業報告）が可能となりま
す。

P11



2015/5/4
第9号議案

（地下駐車場 120台　宴会利用は６時間まで無料）

３.住　所　　〒102-0072　東京都千代田区飯田橋1-1-1

電　話　　03-3264-1111（代）

４.会　費　　￥7，０００

謹啓

謹白

１.日　時　　平成２７年５月３０日　土曜日

午後６時より開催

２.会　場　　ホテル　グランドパレス　３階　菊の間

世界大会懇親会について（開催予定報告）

　題記　開催予定の旨、下記の通りご案内いたします。

記

　緑樹の候　皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
　この度は日本武道館に於いて世界大会の開催も有り、同窓諸氏で親睦を深める良い機会
と下記の通り催しましたので、ご多忙中とは存じますが万障お繰り合わせの上、ご出席下
さいますようお願い申し上げます。
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平成２７年５月吉日

天心無限會　会員各位

天　心　無　限　會

会長　　米田　義一

天心無限會　世界大会懇親会につきまして

以上

　尚、当案内についてご出席下さる諸先輩方は、お手数ではございますが会場設営の都合
がありますので５月２５日までに裏面の参加表にて通知下さいます様お願い申し上げま
す。



・

〒
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ご住所

ご連絡先

電話番号

携帯電話

ＰＣアドレス

携帯アドレス

第　　　　期生

フリガナ

ご氏名 （旧性：　　　　　　　　）

出欠返信票

ご出席 ご欠席
（上記のいずれかを○で囲んでください。）

2015年5月30日　天心無限會　世界大会懇親会

ご出欠はＦＡＸまたは、メールでお受けしております。 

誠に勝手ながら設営の準備もございますので、５月２５日までにご返信ください

ますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 

〒107-0052 東京都港区赤坂３－１３－３ ベアハグ５Ｆ 

ＴＥＬ 03-6277-6076 

FAX：03-3224-1363 
E-mail：maruta@bearhug.co.jp 

本部事務局 丸田 恵（旧性：小林） 


