2013 年 5 月 20 日
東京緑庭会 2013 年度 年次総会
ご欠席の会員 各位
東京緑庭会
事務局長 髙橋

正明

東京緑庭会 2013 年度 年次総会のご報告
拝啓 薫風の候 皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、去る 5 月 18 日「福よし」（銀座店）にて東京緑庭会の年次総会が 26 名の会員
のご出席を賜り執り行われ、昨年度の会計報告・本年度の活動方針等につきまして添付
資料の通り承認されましたのでご報告申し上げます。また、特に当会のホームページ開
設に係わる経緯・進捗状況等を添付の通りご説明致しました。
本年度も恒例の催事を通じて、会員間の親睦に相務める所存です。その都度ご案内を
差し上げますので、万障お繰り合わせの上ご参加下さりますようお願い申し上げます。
また、本年度会費 ￥2,000 につきましては、まことに勝手ながら、5 月末日までに下
記の口座にお振り込み下さりますよう併せお願い申し上げます。
敬具
＜添付資料＞
① 東京緑庭会 2013 年度 年次総会資料
② ホームページ開設の経緯等（上記資料の裏面）
【2013 年度 年会費(￥2,000)振込先口座】
三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店
普通 2281793
東京緑庭会 早川 好寛
＊＊2013 年 5 月末までにお振り込みお願い致します。
以上

東京緑庭会 2013 年度 年次総会資料

2013 年 5 月 15 日
総会： 2013 年 5 月 18 日
於 「福よし」(銀座店)

1. 2012 年度(2012 年 4 月～2013 年 3 月)会計報告
＜収入＞
前期繰越金
135,631
年会費
110,400
余剰金(対楡庭会戦・他)
21,750
利子他
17

(2013 年 3 月 31 日現在)
＜支出＞
通信・事務費
会誌(2012 年号)
慶弔費
総会補助
(小計
次期繰越金
合計

24,659
45,605
20,000
6,000
96,264)
171,534
267,798

合計
267,798
2. 2012 年度活動報告
・総会( 2012/5/19)
於 「吉兆」(横浜中華街)
・東京緑庭会テニス大会(2012/11/3)
於 松戸テニス倶楽部(松戸市)
・東京ブロック練習会(2013/3/24 ・3/31)
於 久我山コート(杉並区)
・千葉・埼玉・茨城ブロック練習会(2012/6/30)
於 メディカルスポーツプラザ(船橋市)
・神奈川ブロック練習会(2012/9/30・2013/3/30) 於 ファーストシティ テニスクラブ(藤沢市)
・新社会人歓迎ビアパーティ(2012/9/8)
於 「えびすジンギスカン海月」(恵比寿)
・相原東孝・石原定和 元庭球部長を偲ぶ会(2012/10/29)
於 緑丘会館
・対関東楡庭会戦(2012/11/24)
於 松戸テニス倶楽部(松戸市)
・幹事事務局会(2012/4/17)
於 Grill TSUKASA
・会誌（第 6 号、2012 年号）発行（2012 年 4 月）
3. 2013 年度役員(案)：新幹事(陰元氏) 1 名、その他留任（敬称略）
1).会長
早川好寛(S44)
2).幹事長
今井央(S45)
3).顧問
齊藤愼二(S40)
青木高史(S42)
4).幹事
髙橋(S46) 濱田(幹事長補佐・S48) 成田(S49) 島上(S54) 川西(S55) 野村(S56)
松本(S56) 吉田(S61) 清野(S63) 松田(H10) 陰元(H16) 及川(H18) 北村(H19)
5).事務局長 髙橋正明(S46)
＜事務局員＞ 庶務：成田(事務局次長・S49)、島上(S54) 経理：野村(S56) 会計監査：松田(S51)
庭球部との連絡・交流担当：吉田(主、S61)、陰元(副、H16)
会誌編集：髙橋(S46)、田中(アドバイザー・S39)
4．会則改定
・第 3 条（会員）
「・・・、卒業後関東地区に在住・・・」→「・・・、卒業後首都圏(東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)に在住・・・」
・第 4 条 第 3 項（幹事長）
「幹事長は幹事の互選により選出され、任期は原則として・・・」 →「 幹事長は幹事の互選に
より選出され、会員の承認を（総会等で）得るものとし、任期は原則として・・・」
5．2013 年度活動方針(案)
・幹事事務局会(2013/4/17)
於 Grill TSUKASA
・総会(2013/5/18)
於「福よし」（銀座店）
・会誌（第 7 号・2013 年号）：約 50 ページ、2013 年 4 月発行
・東京緑庭会テニス大会：2013 年 10～11 月 予定
・ブロック練習会
東京ブロック
幹事 濱田(S48)
千葉・埼玉・茨城ブロック
幹事 松本(S56)
神奈川ブロック
幹事 野村(S56)
・対関東楡庭会戦：2013 年 11 月下旬 or12 月上旬予定
・新社会人歓迎ビア パーティ：2013 年 9 月 予定
・ホームページの開設：別紙参照
＊＊＊＊＊
＊＊＊ 年会費 ￥2,000.- は 2013 年 5 月末までにお振込みお願い致します。
振込先口座：三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店
普通：2281793
名義：東京緑庭会 早川好寛

2013 年 5 月 15 日
事務局
髙橋 正明

東京緑庭会

≪Home Page 開設の経緯等≫
＜Home Page 開設の主旨・目的＞
1．会員へのサービス向上：情報提供の迅速化・広範囲化・多様化
2．庭球部・北海道緑庭会・緑庭関西 OB 会・楡庭会等との Communication の円滑化
3．東京緑庭会の認知度を高める
＜経緯等＞
①以前より開設したいと考えていたが、作成＆維持管理の高 Cost と維持管理の高難度/高 Risk
のため開設を見合わせていた。→技術的進歩により問題点が解消できるようになって来た。
②楡庭会が HP を開設した（2012 年秋？）
③予算面からの検討（会費の値上げをせずに開設可能か？）
現状の当会の財政状況では以下が限度：
・開発経費：予算 ￥50,000 以下→自己開発ならば可能
・維持費用：予算 ￥10,000/年 以下→自己維持管理なら可能。安いレンタルサーバーがある。
④技術面からの検討
・楡庭会の HP は安達氏(S47)が作成した。（作成ソフト＆レンタルサーバー使用）
・NEC 勤務の松本氏(S56)がリーダーとなり、自己開発することとした。（ 同上 ）
＜検討資料提供者＞（敬称略）
安達 隆(北大、S47)
桶谷 喜三郎(S41)
野村 史朗(S56)
松本 衆(S56)
髙橋

早川 好寛(S44)
正明(S46)

○作成ソフト：「ホームページビルダー17」
＊現在テスト開発中
○レンタルサーバー：「さくらインターネット」

￥14,500

今井

央(S45)

（購入：4 月 17 日）

初期：￥1,000

￥500/月

（契約予定）

※※※※※

≪Home Page 開設 Project 委員会≫
＜ 委員会設立の主旨・目的 ＞
①本 Project に係わるスムースな意思決定
②予算・開発管理
③開発/作成ツール・サーバー等の検討と決定
④構造・コンテンツ等の検討と決定
⑤コンテンツ内容の検討と決定
役
職
委員長
副委員長
作成担当長/責任者
作成担当リーダー
作成担当サブリーダー

氏
早川
今井
髙橋
松本
野村

名（卒業年）
好寛（会長、S44）
央（幹事長、S45）
正明（事務局長、S46）
衆（幹事、S56）
史朗（幹事、S56）

＊必要に応じ「助っ人」を会員の中から招聘する。
＊＊＊＊＊

職
掌
Project 全体の統轄
委員長の補佐
開設作業の統轄
開設作業のリーダー
開設作業リーダーの補佐

