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愛宕倶楽部総会 

１、日時、場所、参加者 

開催日時：2014年 12月６日 18時 00分～18時 30分 場所：新橋亭 

司会 常喜副会長 

出席者（敬称略） 

赤羽 紀武（昭和 37 年卒）、山田 統正（昭和 38年卒）、池上 雅博、 

大越 裕文、谷澤 洋、佐々木龍司（昭和 56年卒）、服部 晃（昭和 58年卒） 

渡辺 正光（昭和 59 年卒）、佐藤 修二、阪本 琢也（昭和 60年卒） 

山下 晃徳、坂本吉正（昭和 61年卒）、常喜 達裕（昭和 63年）、山本 尚 

浅沼 一成（平成 3年卒）、鴛海 元博（平成 4年卒）菊池 信介（平成 8年卒）

阿部 裕一（平成 12 年卒）、奥山 虎章、柳垣 充（平成 26年卒） 

２、 報告事項（事務局） 

① 会費納入状況（12月 6日現在）：会費納入者５６名（３１．６％）   

② 会員からのメッセージ。（資料 1） 

③ 郵便口座閉鎖。愛宕倶楽部預金口座は、三井住友銀行に統一。 

④ ホームページの紹介（資料２） 

 愛宕倶楽部ホームページ開設 http://atagoclub.com/ 

 硬式野球部新サーバーに移行 http://jikei-koya.com/ 

⑤ 硬式野球部バッティングゲージ買い替えへの援助 

 価格：653184円（準硬式野球部との共同購入、326592円硬式野球部負担） 

 2014年 11月 18 日購入（資料 4-1）、11月 26日納品 

 準硬式野球部と購入、使用に関する協定書（資料 4-2） 

 購入資金は渡辺会長より借入（資料 4-3）2017年末までに返済予定。 

⑥ 山田統正先生より寄付 3万円 

３、 承認事項 

① 企画担当（愛宕会の企画、OB戦など）：山下、伊丹、鴛海 

② 広報担当（ホームページ）：浅沼 

③ 会計報告（平成 25 年 10月 1日から 26年 9月 30日）、監査、次年度予算愛宕倶楽

部収支, 次年度予算（資料３－１） 

 硬式野球部収支、次年度予算(資料３-２） 

 会計監査報告（監事）（資料４） 

④ 会員連絡先の情報入手：学年幹事による情報収集の徹底 

⑤ 会費納入率向上：現役野球部の協力（若手 OBへの訪問）、慈恵医大誌に愛宕会開催

報告 

⑥ ホームページの活用：広報担当幹事に検討以来 

⑦ メーリングリストの活用方法の見直し：若手 OBに検討依頼 

⑧ 総会の前３０分間に世話人会を開催。 

⑨ 2015年 春の総会日時 2015年 5月 16日（第 3土曜日） 



資料１ 会員からのメッセージ（敬称略） 

昭和 26年卒 岩間 實 お嬢様の代筆。体力的に衰えたため、今後のご案内はご遠慮させてい

ただきます。皆様のご活躍を拝見し、うれしい限りです。 

昭和 31年卒 鈴木 豊 どうやら元気です。あるけるうちにと、旅行にはげんでいます。ご盛

会を祈ります。 

昭和 34年卒 川田 忠良 盛会を祈念いたします。 

昭和 37年卒 工藤 潔 とにかく強くなりましょう。文武同道で。 

昭和 37年卒 久志本 建 いつもご連絡ありがとうございます。 

昭和 43年卒 阿部 祐二 いつも試合の結果等メールありがとうございます、誠に申し訳ありま

せんが、なかなか会に出席できず恐縮しております。 

昭和 43年卒 長島 健治 愛宕倶楽部の役員をやめ、肩の荷がおりました。今回は休みです、盛

会を祈念しております。 

昭和 44年卒 塙 充弘 年を重ねるということは大変だと痛感しています。野球を通じてぜひ、

青春を謳歌してください。 

昭和 47年卒 斎 謙 まだ現役で整形外科を診療しています。便りをいただくたびに、グラ

ンドで駈けずり回っていたころを思い出します。卒後 45年近くなりま

すが、その絆は強いものです。 

昭和 47年卒 田村 茂樹 別の会合があり、出席できません。 

昭和 50年卒 須田 健夫 当日は大宮医師会で発起人を務める会があり、残念ながら欠席します。

みなさまによろしくお伝えください。また、卒業の皆様おめでとうご

ざいます。今後のご活躍をお祈りいたします。 

昭和 50年卒 鈴木 忠彦 医師会の忘年会と重なりました。欠席いたします。 

昭和 50年卒 佐々木弘文 今年 10月腰痛にて手術施行、現在リハビリ中です。 

昭和 55年卒 井上 博 大越君お世話ありがとうございます。 

昭和 55年卒 所 純二 春の総会に久しぶりに参加させていただき、楽しい時を過ごさせてい

ただきました、今回は、都合がつかず、欠席させていただきます。 

昭和 60年卒 岩間 徹 当院の忘年会を重なり欠席させていただきます。 

昭和 61年卒 椿 俊和 いつも不参加で申し訳ありません。小児科繁忙期のため、なかなか時

間が取れません。盛会を祈っております。 

平成 14年卒 宇高 潤 アメリカ留学中 

平成 16年卒 小林 匡 いつも試合の結果報告を楽しみにしております、秋から新体制で頑張

ってください。 

平成 20年卒 岡井奈津子 出席できず申し訳ありません。 

平成 21年卒 道本 顕吉 そこそこ元気に頑張っております。三十路を前に、腹が出てきました。

脂肪肝にもなりました。 

平成 24年卒 小田嶋 俊 医局旅行のため、参加できません。次回、新歓に参加させていただき

ます。 



資料２ ホームページ 

愛宕倶楽部 

 

 

硬式野球部 

 



資料３ 会計報告、予算案 

資料３-1 愛宕倶楽部 

 

平成 25 年度愛宕倶楽部収支    平成 26 年度愛宕倶楽部予算案  

収入の部    収入の部  

項目 予算額 決算額  項目 予算額 

１、前年度繰越金 141889 58757  １、前年度繰越金 8212 

２、会費 950000 615000  ２、会費 950000 

３、利息 30 30  ３、利息 30 

収入合計 1091919 673787  収入合計 958242 

      

支出の部    支出の部  

項目 予算額 決算額  項目 予算額 

１、野球部援助金 750000 500000  １、野球部援助金 650000 

２、通信費 45000 30211  ２、通信費 30000 

３、サーバー管理料 30000 15750  ３、サーバー利用料 15750 

４、投球マシーンローン費用 112140 112140  ４、投球マシーンローン費用 112140 

５、雑費 4749 0 
 

５、渡辺会長へ返済 

（バッティングゲージ費用） 
80000 

６、修繕費用積立 50000 0  ６、雑費 4749 

７、その他（慶弔金など） 100000 7474  ７、その他（慶弔金など） 50000 

８、次年度繰越金   8212  ８、次年度繰越金 15603 

支出合計 1091889 673787  支出合計 958242 

      

借入金      

 元金 残金    

投球ﾏｼｰﾝ（ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ）＊ 560700 121485    

ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｹﾞｰｼﾞ（渡辺会長）

＊＊ 320000 320000    

口座赤字予防（大越） 100000 100000    

合計 980700 541485    

 

＊投球マシーンローンは平成 27年 11月で終了 

＊＊ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｹﾞｰｼﾞ費用の借入金は、平成 27年末から 4年で返済予定 

  



資料３－２ 硬式野球部 

 

平成 25 年度    平成 26 年度  

硬式野球部収支    硬式野球部予算案  

収入の部    収入の部  

項目 予算額 決算額  項目 予算額 

１、前年度繰り越し 63132 63132  １、前年度繰り越し  189800 

２、部費（野球部員） 80000 0  ２、愛宕倶楽部からの活動援助 650000 

３、愛宕倶楽部からの活動援

助 
750000 500000 

 

３、投球マシーンローン費用 

（愛宕倶楽部からの援助） 
112140 

４、投球マシーンローン費用 

（愛宕倶楽部からの援助） 
112140 112140 

 

４、バッティングゲージ費用 

（愛宕倶楽部からの援助） 
320000 

５、OBからの寄付 15000 100000  ５、OBからの寄付 100000 

６、その他   332082  ６、その他 100000 

収入合計 1020272 1107354  収入合計 1471940 

      

支出の部    支出の部  

項目 予算額 決算額  項目 予算額 

１、リーグ・東医体費 300000 260000  １、リーグ・東医体費 260000 

２、合宿補助費(春・夏合計)      ２、合宿補助費(春・夏合計)   

ⅰ)球場代 45000 44000  ⅰ)球場代 45000 

ⅱ)レンタルトラック 100000 143410  ⅱ)レンタルトラック 143400 

３、神宮室内練習場代 210000 123200  ３、神宮室内練習場代 210000 

４、消耗品      ４、消耗品   

ⅰ)バット 50000 22411  ⅰ)バット 25000 

ⅱ)ボール 100000 83160  ⅱ)ボール 80000 

ⅲ)その他(ロジンなど) 20000 91094  ⅲ)その他(ロジンなど) 90000 

５、新歓補助費 20000 0  5、投球マシーンローン 112140 

６、投球マシーンローン 112140 112140  6、その他（通信費） 186400 

７、その他（通信費）   38139  ７、バッティングゲージ購入 320000 

８、次年度繰越金   189800  支出合計 1471940 

支出合計 957140 1107354    

  



資料４ 会計監査報告 

宇高監査 

 

会計作業お疲れ様でした。久しぶりにしっかりとまとめられた会計報告を見せていただきま

した。だいたい毎年一回は修正をお願いするのですが、今回は全くありません。本当にご苦

労様です。 

会計全体としては、ここ２，３年と比較して、非常に無駄なく使用していただいており、大

変申し訳なく思います。しかし、6-7年前以前は、大体これぐらいの予算でやりくりしてい

ます。東医体参加費や、リーグ参加費などの絶対に必要な経費は値上がりしていなことを考

えると、活動そのものはこれくらいの予算規模で十分行えるということではないでしょう。

ただ、学生が一生懸命部活動に励めば励むほど、バット、ボールなどの消耗品はより多く 必

要です。また、昨今、学生のカリキュラムが徐々に厳しくなってきてることを考えると、練

習の質を維持するためにいろいろ工夫をしたとしても、場所の確保などである程度のお金が

必要であることは、想像に難くありません。そういった中で、やりくりをしてくれた今期の

学生には頭が下がります。お疲れ様でした。 

支出は、学生の努力によって大幅に改善されました。しかし、さらに改善に必要な点は、い

うまでもありませんが、収入の増加です。収入を得る手段が現状どのように行っているのか、

改めて分析が必要ではないでしょうか？現在は振込だけでしょうか？過去には、訪問などし

て直接いただいておりましたが、若い世代で、大学に在籍している場合は、振込を待つより

も、直接 学生からお願いし、コミュニーケーションをとってもらったほうが、増収の期待

ができると思います。自動振り込みがしっかり機能するまで、おそらく 10 年はかかると思

います。昔はポリクリ時によく訪問したものですが、今はそういう時代でもないのでしょう

か。 

 

また、学生に遅滞なくお金を供給するためには、繰越金にも注意を払う必要があります。収

入の時期にもよりますが、次年度予算の 50%の額が、繰越金として適切な額と考えます（無

論予算は、収入ベースなので、繰越金の額で予算を決めるわけではありません）。これにつ

いても、検討が必要だと思います。 

 

＜以下は直接会計と関係ありません＞ 

サッカー部は 120 周年記念会を予定して いるそうです（サッカー部設立は野球部と同じ

1901 年ですが、サッカー部 OB 会（ZSK)は 1904 年なので、2021 か 2024 だと思います）。現

時点では、我々には資金がないため、なんとも言えませんが、そういったイベントも、結束

を固め、資金を集める一環として、検討したほうがいいかもしれません。 

 

  



資料４）バッティングゲージ購入資料 

資料 4-１領収書 

 

 

  



資料 4-２ 準硬式野球部との協定書 

 



資料 4-3 渡辺会長との賃借契約書 

 



愛宕倶楽部懇親会 硬式野球部納会 

                      進行役：硬式野球部主将 岩内 惣太郎 

１、 会長挨拶 

今年もイルミネーションの季節になり、無事に総会を開くことができました。 

慈恵硬式野球部では、金銭面で厳しい状況が続いていますが、部員の皆さんは、

経費の削減ありがとう。しかしながら、まだまだ、会費の収入や更なる経費の削

減などいろいろ考えていかなければなりません。本日はよろしくお願い致しま

す。 

２、 部長挨拶             慈恵医大硬式野球部部長 坂本 吉正  先生 

坂本部長より、卒業生へのお祝い、現役野球部員への激励の挨拶があった。 

３、 乾杯の挨拶：山田統正先生（昭和 38年卒） 

山田先生は、本年長年の医師会での活動が認められ、旭日双光章（ぎょくじつそうこうしょう）を

受賞された。愛宕倶楽部から贈られた叙勲祝いの花に対して丁重なお礼があった。 

 

４、 阪本本琢也（昭和 60 年卒）津南病院院長を激励 

阪本先生は、本年新潟県の南西部に位置する津

南病院に就任した。津南は、豪雪地帯として知ら

れており、冬場に東京に出てくるだけでも大変な

労苦が必要な地域である。また、雪崩などの災害

が多い地域でも知られており、愛宕倶楽部総会後

の 12 月 19 日に大規模な土砂崩れが発生した。津

南病院は、一般病床 62 床、療養病床 52 床の津

南町唯一の病院であり、厳しい環境の中、プライ

マリーケアから救急医療までになっている病院で

ある。現役野球部員より、阪本先生の健闘を祈り

エールが送られた。 

 



５、 平成 25年度卒業予定部員への記念品贈呈  

卒業生 医学科６年 井口 聡一郎・川村 廉 看護科４年 岩田 明由梨・市丸 絵梨花 

＜平成 26 年度卒業予定部員の挨拶＞ 

川村廉（医学科 6 年）         研修予定：東京慈恵会医科大学附属 柏病院 

6 年の川村廉です。私事ではありますが、来年度から研修先は柏病院になりました。六年間このように何

不自由なく部活に専念できたのもＯＢの先生のおかげだと思っており、感謝致しております。今後とも

よろしくお願いします。 

井口総一郎（医学科 6 年）       研修予定：東京慈恵会医科大学附属 柏病院 

６年の井口総一郎です。同じく私事ではありますが、研修先は柏病院になりました。川村とは、中学から

同じなので研修が終わったころには、15 年一緒にいることになります。はやいもので、六年になりここ

で卒業として話しているのは不思議なくらいなのですが、六年間楽しいことも苦しいこともありました

が、楽しいことの記憶の方が多いです。これも、よき後輩、同期、ＯＢの先生方に恵まれたからだと思い

ます。本当にありがとうございました。今後は私も、先生方のようなＯＢになって硬式野球部を支える一

員になっていきたいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

岩田明由梨              研修予定：東京慈恵医科大学付属本院 

私事ではありますが、本院で働くことになりましたので、よろしくお願いします。 

私は三年の夏に引退したので、今回久しぶりに部の行事に参加したのですが、こうして、久しぶりに来る

と部員たちが楽しそうにしているのですごくいい部活だなと感じております。仕事で忙しくなるかもし

れませんが、積極的に関わっていきたいと思っているのでよろしくお願いします。 

市丸絵梨花              研修予定：東京慈恵医科大学付属第三病院 

私事ではありますが、来年度から第三病院で看護師として働くことになりました。 

野球部では、ＯＢの先生方、部員、マネージャーにたくさんのことで支えられ、大学の四年間、充実した

時間や楽しいことをたくさんもらいました。色々とお世話になりました。これからもよろしくお願いし

ます。 

 

          後輩よりエールを送られる卒業生 



６、 OB会員の挨拶 

ご出席いただいた OB会員の皆様より近況報告をいただいた。 

７、 現役部員の紹介 

医学科５年 山本 裕大・塩飽 克庸・伊藤 祐太郎 

医学科４年 細谷 聡史・福田 伸樹 

医学科３年 岩内 聡太郎・中村 嵩・岡本 有真・内山 敬太・川崎 健史・山本 修太郎   

医学科２年 生坂 光・石田 貴則・一志 將太・神谷 昂汰・津久井 宣博 

医学科１年 大曽根 忠将、坪内 賢太、町田 福太郎、増田 岳、磯 勇翔 

看護科３年 田山 夏帆 

看護科２年 伊藤 耀子・天野 里咲・飯尾 みのり 

看護科１年 佐藤 美月、渡辺 安梨沙、森藤 彩香 

８、 記念撮影 

９、 エール、学生歌斉唱    医学科 2 年 一志 將太 

１０、 閉会の辞 

 


