
令和３年度  

公益社団法人 神奈川県珠算連合会 

 臨 時 総 会 議 事 録 

        

 日 時  令和４年３月１３日（日） 午前１０時～午後１時３０分 

場 所  神奈川県珠算会館 ３階 大会議室 

 

 

        受付 中田 真理子理事・廣瀬 利秀理事 

        司会 髙橋 キクヱ理事 

昨年９月 27日死去された会員の先生 黙祷 

 

１ 開会の言葉  廣瀬 利秀 理事 

２ 支部長挨拶  久貝 治雄 理事長 

         本部行事もリモートや、中止となっている今年度です。 

         蔓延防止がもうすぐ終了となりますが小学生の子ども達が多く発症している

現在のなか、思っていた以上の出席者で嬉しく思います。 

          しかし新入生の数減少、先生方の減少が見込まれる昨今、支部運営を保つ

ためにどのような策を講じていけるのか模索していかなければならないと考

えております。  

          理事会で次年度の開館時刻を火～金 9:00～14：30・土 9:00～12：00 と決

定致しました。          

  

 

  ３ 成立報告  中田 真理子 

            会員数 １２１名 午前１０時現在 出席 ３２名 委任 ６１名  

合計９３名 

           神奈川県珠算連合会定款第２５条の定足数に達ましたので総会が成立し

ていることを報告いたします。 

 

新会員・準会員紹介     新会員１６名 紹介   髙橋キクヱ理事 

   

 

 

 

  

 



出席会員は以下に記載のとおり 

  （実出席３２名） 

  ［理事］ 久貝治雄 ・小髙文雄 ・佐藤寛子 ・成田明弘 ・矢口誠 ・渡邉有砂  

横山豊美 ・川田晴吉 ・和田廣志 ・奥田明子 ・廣瀬利秀 ・髙橋キクヱ 

中田真理子 

  

  ［監事］ 加藤延子  

 

[会員]  金子優 大野智栄 野口貴栄 天野明子 杉浦玲子 永島亨 花村玉恵 石橋雄一 

 舘野妙子 古後ひとみ 吉川満 船山秀子 角田健 笈川正巳 木根渕幸子 

 飯野裕子 飯田ますみ 深見正則 

 

 ［委任出席者 ６１名］ 

     日置かおり 森野浩 成田美咲 小髙由美子 森永智子 小島美智子 牧野正明  

     吉岡孔野 金子毅 中村徹 伊藤雄三 池田正巳 古谷和美 大貫春枝 中根智美 

     吉沢孝次郎 生沼裕子 和田生乃 川見やす子 頼住マツ江 渡邊裕子 小林睦子 

     安里利子 斉藤佐代子 加藤泉 石川勢津子 畠山陽子 添田ひとみ 手澤眞枝 

     猪野久美江 三橋いそみ 梅田久子 川見喜一 田川和子 河西絢子 熊谷ヤイ子 

     茂本トメ子 早川和子 田井若葉 菅野英明 柿本博衣 杉本千代子 

     吉村孝子 神谷健治 渋谷多津枝 塩川早苗 柴崎信子 黒澤シゲ子 鈴木幸子 

     深見大成 鈴木吉治 日向かよ子 岩崎桂子 橘川百合子 川口祐喜 森瑞恵 

     野村春子 山口光子 深見正則 滝口ジャネット里美 篠崎樹里  

 

 

 

 ４ 議長就任   小髙 文雄   議長補佐 成田 明弘 佐藤 寛子 

 ５ 議案審議 

（１）令和 4年度公益社団法人神奈川県珠算連合会事業計画（案）並びに収支予算（案）    

承認の件 

（２）資金調達及び設備投資の見込みについて  

（３）令和３年度事業計画の一部変更・追加にいて 

 

議長  １号議案「令和 4年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件」提案いた 

します。 

各執行部説明 

総務部長  収入の部 1ページ通信大会参加整理費増減９,０００円削除ください。０です。 

検定交付金がかなり減です。あとはご覧の通りです。 

研修部長  人材育成研修費が計上されておりますので多少の増になっております。 

検定部長  受験者減により会場費・旅費交通費が多少減となっております。 

      受験願書に関しては１０００枚が直ぐに無くなります。受験者数を考慮して宜しお

願い致します。 



競技部長   全日本大会実施予定です。支部珠算競技会も実施予定です。実施されずに残って 

いる景品等を活用させていただきます。 

広報部長   毎年メディア新聞等 PR費予算０ですが決算には計上されますのでご理解お願い 

      致します。 

        11ページ下段 ２．機関誌の発行 速報版 A４で年 2回予定を 1回に訂正お願い 

       致します。 

        表彰事業費に関してはコロナ禍の現在、各教場での表彰に決定されました。 

落語家のおはなしを戴いておりましたので残念です。 

学対部長   今年度は８６校の依頼のなか１６校中止,来年度は１５０校の予定です。現職教 

      員・研修に関しては 1月 2１日横浜市教育委員会へ久貝支部長・佐藤副支部長・ 

奥田学対部長と３名で行き、算数科現職教員講習会の実施についてお願い致しまし 

た。コロナ禍が落ち着いたら夏休みの算数部会、どこかのモデル区で施行すると、 

おっしゃっていただきました。また、ウエブ動画教材に関してはわかりやすいと評 

価していただきました。 

総務部長   給料手当支出は午後 2:30終了で算出しております。あとはご覧の通りです。 

 議長    第１号議案の説明が終わりました。ご意見ご質問のある方は会員番号・氏名をお願 

い致します。 

 質問者    会費が高いと思います。また、副理事長は２名で良いのではと思いますが。 

 理事長    規則で決まっていますのでこれで良いと思います。 

 議長     質問票６通出ております。２通は事前に了解をいただいております。4通のうち、 

最初の質問状からですが今日は質問者が欠席ですのでお読みします。 

        表彰事業費、会場借用料が予算上ないので、会場を借りて表彰式を行うことがで 

きませんが、これでいいのでしょうか。通常は予算措置を行なったうえで、状況に 

より式典を行わずに表彰を行う形となるのではないでしょうか。先ずは予算をきち 

んと計上してください。 

        神珠連について、正副理事長および理事（執行部長・副部長）に関して執務費を 

役員報酬として計上することになっているはずですが、いつから行うのでしょうか。 

  総務部長  本日、質問者が欠席ですので、後日連絡させいただきます。 

  広報部長   表彰式に関しては常任委員会で審議して決定されています。 

理事長    神珠連役員報酬に関しては定款にはないので司法書士と相談致します。 

副理事長   答弁の関係で一時議長をおります。 

       神珠連に携わっていた当時、お金が無かったので役員報酬はなしでした。 

議長     では次の質問票です。 

理事長    多数の賛同がありましたので理事会で話し合い、規則をつくりたいと思います。 

質問者    会員の憩いの場について 

       応接間にお茶の用意をしてはどうでしょうか。 

理事長    第二会議室が応接室となっていましたので、整えたいと考えます。 

質問者    玄関の整備について 

       段差があり危険ですので、ぜひお願いいたします。 

理事長   工事の見積りをして整備していきたいと思います。 

 



質問者   近い将来の展望について 

       2年後、４年後この支部がどうなっているのか。それには引継ぎを上手くやっ 

  ほしいです。 

       去年の決算報告作成についても長い時間を要していましたね。心配しております。 

 議長   令和４年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の方挙手をお願いします。 

          全員挙手     承認です 

議長   ２号議案「令和 4年度公益社団法人神奈川県珠算連合会事業計画（案）並びに収支 

予算（案）承認の件」 提案いたします。 

          質問・意見特になし 

  

議長  「令和 4 年度公益社団法人神奈川県珠算連合会事業計画（案）並びに収支予算（案） 

承認の件」について承認の方挙手をお願いします 

挙手全員    承認されました。 

  議長  「資金調達及び設備投資の見込みについて」提案いたします 

 理事長  設備投資として、ＬＥＤランプ１２１本、光触媒除菌・脱臭機３台依頼しました。 

質問・意見特になし 

議長    資金調達及び設備投資の見込みについて、承認の方挙手をお願いします 

挙手全員    承認されました。 

 議長    「令和３年度事業計画の一部変更について」提案いたします  

珠算普及対策として、理事会の承認を得て、プレート・ポスター・のぼり旗を作成し 

珠算普及のＰＲを企画しました。 

         質問・意見特になし 

議長   資金調達及び設備投資の見込みについて承認の方挙手をお願いします 

挙手全員    承認されました 

 

閉会の言葉   高橋 キクヱ 

 

                         議事録署名人 

 

                              令和４年 ３ 月 １７日 

 

                         理事長  久 貝 治 雄  

 

監 事  加 藤 延 子  

       

議事録作成責任者 副理事長 成田明弘 

        

     


