
2016.5.9 

ネットワーク委員会 

【日 時】2016年 5月 16日（月） 

【場 所】社友会サロン会議室 

【委 員】加瀬委員長、福澤、横山、近澤、清水、村谷、遠藤、山内、松本、久保 

 

１．ホームページ関連 

（1）ホームページ更新状況（3月 8日以降） 

  ①支部活動（九州・近畿支部総会懇親会、東北つり同好会発足、春季名所めぐ 

りバスツアー、春季ゴルフ大会等） 

②会員活動（こあみ句会、常磐会） 

③写真班「春の写真」 

④社友会だより掲載 

⑤総会懇親会チラシ掲載 

⑥新年度分会役員、本部役員委員会委員更新 等（別紙参照） 

（2）アクセスの状況 

月平均 3,000件（変化なし） 

２．『心のふれあい運動』 

  ・「社友会だより 4月号」 

神さん（友和会報の続報 井の頭恩賜公園のかいぼりと湧水） 

（HP更新） 

３．その他 

・訃報通知メールの拡大（追加申込あり、現在 53名） 

４．被災地応援ツアー  

・熊本・阿蘇も候補か 

５．平成 28年熊本地震義援金寄付の件 

・友和会総会ならびに 5/14（社友会分会）、5/28（明和会分会）各分会懇親会にお 

いて募金活動を実施し、友和会として日本赤十字社などを通じて寄付する。 

 （※）東日本大震災時には社友会分会として懇親会で募金活動を行い、150,163 円 

    を寄付 

・明治安田生命役職員の募金活動（4/22~5/13）に協賛し、友和会として 10万円の 

寄付を行う（各分会 5万円）。 

（※）東日本大震災時には友和会として 30万円（各分会 15万円）を寄付 

（※）明治安田生命本体からは別途 3,000 万円（東日本大震災時は 8,000万円）を 

寄付 

 

以上 



 

＜役員＞ ＜会誌編集委員会＞　９名

顧問 小船井　正浩 H19.4(H25.4） ﾒｰﾙ 委員長 菅原　団三郎 H.21.8（Ｈ28.4） ﾒｰﾙ

顧問 久保　元義 H17.5（H25.4） 〒 金榮　和彦 H18.5 ﾒｰﾙ

顧問 鹿田　頼康 H17.5(H27.4) ﾒｰﾙ 島田　時子 H.16.5 ﾒｰﾙ

会長 鈴木　行二 H.26.4（H27.4) ﾒｰﾙ 友和会副代表幹事 渡部　正子 H.17.5 〒

副会長 岩田　　惇 H22.4(H25.4) ﾒｰﾙ 友和会幹事 地主　裕子 H.19.1 〒

副会長 笹野　真民 H24.4（Ｈ25.4） ﾒｰﾙ 友和会幹事 小澤　葉子 H.22.4 ﾒｰﾙ

理事 楢原　駿一 H.21.4 ﾒｰﾙ 山内　泰雄 H24.4 ﾒｰﾙ

理事 佐藤　正俊 H.21.4 ﾒｰﾙ 友和会幹事 遠藤　健夫 H26.4 ﾒｰﾙ

理事 金榮　和彦 H.21.4 ﾒｰﾙ 友和会幹事 芦口　一彦 Ｈ26.6 ﾒｰﾙ

理事 加瀬　道也 H23.4 ﾒｰﾙ

理事 菅原　団三郎 H23.4 ﾒｰﾙ

理事 塚原　　仁 H23.4 ﾒｰﾙ ＜ゴルフ委員会＞　９名

理事 久保　一憲 H24.4 ﾒｰﾙ 友和会常勤幹事 委員長 松戸　元昭 H.16.5（Ｈ28.4） ﾒｰﾙ

理事 小澤　葉子 H24.4 ﾒｰﾙ 野村　常夫 H.21.1 ﾒｰﾙ

理事 村谷　卓一 H.25.4 ﾒｰﾙ 藤村　百合子 H.21.1 携ﾒ

理事 山内　泰雄 H.25.4 ﾒｰﾙ 村田　幸一 H25.1 ﾒｰﾙ

理事 藤村　百合子 H.25.4 携ﾒ 北村　孝朗 H25.1 ﾒｰﾙ

理事 松戸　元昭 Ｈ28.4 ﾒｰﾙ 吉田　薫 H27.4 ﾒｰﾙ

理事 板倉　栄治 Ｈ28.4 ﾒｰﾙ 井上　博 H27.4 ﾒｰﾙ

理事 小田　哲大 Ｈ28.4 ﾒｰﾙ 友和会幹事 小西　克三 H.28.4 ﾒｰﾙ

理事 重森　　豊 Ｈ28.4 ﾒｰﾙ 佐藤　充良 H.28.4 ﾒｰﾙ

監事 福田　昌晏 H25.10 ﾒｰﾙ 友和会監事

監事 芦口　一彦 H27.4 ﾒｰﾙ

＜名所めぐり委員会＞　１０名

＜事務局＞ 委員長 楢原　駿一 H.16.1(H21.4） ﾒｰﾙ

事務局長 久保　一憲 H.24.8 ﾒｰﾙ 友和会常勤幹事 和栗　良子 H.9.5 ﾒｰﾙ

事務長 平　　潤子 H.22.4 ﾒｰﾙ 友和会常勤幹事 関根　洋子 H.16.1 ﾒｰﾙ

加瀬　道也 H.17.5 ﾒｰﾙ

<企画委員会＞　１１名 塚原　　仁 H.18.8 ﾒｰﾙ

委員長 久保　一憲 H24.4（Ｈ28.4) ﾒｰﾙ 村田　伸子 H23.4 ﾒｰﾙ

久保　元義 H.17.5 〒 勝田　芳孝　 H.26.1 ﾒｰﾙ

鹿田　頼康 H.17.5 ﾒｰﾙ 板倉　栄治 Ｈ27.12 ﾒｰﾙ

小船井　正浩 H.19.4 ﾒｰﾙ 和智　久仁夫 Ｈ28.2 ﾒｰﾙ

佐藤　正俊 H21.4 ﾒｰﾙ 畠山　美智子 Ｈ28.2 携ﾒ

平　　潤子 H.22.4 ﾒｰﾙ

笹野　真民 H24.4 ﾒｰﾙ

岩田　　惇 H25.4 ﾒｰﾙ

鈴木　行二 H.26.4 ﾒｰﾙ ＜同好会・クラブ委員会＞　６名

小田　哲大 H.28.4 ﾒｰﾙ 委員長 村谷　卓一 H.22.4(H27.4) ﾒｰﾙ

重森　　豊 H.28.4 ﾒｰﾙ 安田　定夫 H.9.4 〒

佐藤　健治 H.13.5 〒

＜総務委員会＞　１３名 藤井　伸也 H.22.4 ﾒｰﾙ

委員長 笹野　真民 H24.4(H25.4) ﾒｰﾙ 眞野　晃一 Ｈ24.4 ﾒｰﾙ

田村　敏人 H.18.3 ﾒｰﾙ 林　健市 Ｈ27.4 ﾒｰﾙ

橋本　良秀 H.25.4 ﾒｰﾙ

吉田　薫 H.25.4 ﾒｰﾙ

勝田　芳孝　 H.25.4 ﾒｰﾙ

山崎　智子　 H.25.4 ﾒｰﾙ

　 近藤　利明 H.26.4 ﾒｰﾙ ＜ネットワーク委員会＞　１０名

小田　哲大 H27.4 ﾒｰﾙ 委員長 加瀬　道也 H18.4(H23.4) ﾒｰﾙ

吉本　誠司 H27.4 ﾒｰﾙ 福澤　利夫 H.16.2 携ﾒ

石山　節子 H.28.4 携ﾒ 横山　公信 H.16.2 ﾒｰﾙ

畠山　美智子 H28.4 携ﾒ 近澤　尚弥 H.16.6 ﾒｰﾙ

　 三宅　律子 H28.4 清水　　勝 H.18.4 ﾒｰﾙ

山本　美知江 H28.4 久保　一憲 H.22.4 ﾒｰﾙ

村谷　卓一 H.23.4 ﾒｰﾙ

＜広報委員会＞　４名 松本　隆 H25.1 ﾒｰﾙ

委員長 山内　泰雄 H23.4（Ｈ25.4） ﾒｰﾙ 遠藤　健夫 H27.4 ﾒｰﾙ

佐藤　恵位 H.17.6 ﾒｰﾙ 山内　泰雄 H27.4 ﾒｰﾙ

佐藤　正俊 H.21.4 ﾒｰﾙ

上田　皓一 H23.4 ﾒｰﾙ

　　　　　　　２０１６年度　社友会分会役員・各委員会委員一覧表　　　　　　　　２０１６．４．１　現在


