令和 2 年 10 月
桜杖会会員各位
桜杖会

会長

井上

英利

「令和 2 年度桜杖会定時総会」資料のご案内
拝啓 初秋の候会員各位におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げ
ます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、例年 4 月に開催される「オール学習院の集い」が新型コロナウイルス感
染対策のため中止となったことに伴い、
「令和 2 年度桜杖会総会」に関しまして
は中止とさせていただきました。
例年総会にて説明、議論させていただいた議題に関しては会員の皆様に資料
を送付させていただき、総会の代替とさせていただく予定をしておりましたと
ころ、その後の新型コロナウイルス感染対策期間の長期化に伴い、学生による発
送手配が出来なかったことから、これまで発送ができずにおりました。会員の皆
様へのご報告、ご連絡が遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。
しかしながら学生が 1 か所に集まって発送作業を行うことは引き続き難しい
ため、総会資料に関しては桜杖会ホームページにて公開させていただくことと
いたしました。
会員の皆様にはホームページにて議題内容をご確認いただき、ご質問、ご意見
のある方は下記桜杖会事務局メールアドレスまでお送りいただければ幸いです。
下記議題に関しましては、令和 2 年 11 月 20 日までに異議がない場合、総会に
て承認されたものとさせていただきます。
お問い合わせは下記事務局までお願いいたします。
植坂謙治（H4 卒）
携帯：090-2676-4177 メールアドレス：office@ml.ojokai.com
敬具
記

【議題】
１．
令和元年度活動報告／令和 2 年度活動計画（企画・強化）
２．
令和元年度収支報告／令和 2 年度収支計画（財務）
３．
役員改選
４．
桜杖会規約一部改訂
・第 11 条④追加（現役学生チームの監督及びコーチの任期設定（2 年））

令和 元年度

学習院ホッケー部
戦績報告書

令和 2 年 3 月 9 日
桜杖会 強化委員会
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大学男子ホッケー部 2019 年度活動報告
大学男子監督 初川 達弥
〇部員数
プレーヤー︓19 名（4 年生:6 名、3 年生:2 名、2 年生:6 名、1 年生︓5 名※うち 1 名休部）
マネージャー︓11 名（4 年生:3 名、3 年生:2 名、2 年生:2 名、1 年生:4 名）
○戦績報告
■春シーズン
●春季リーグ
【最終成績】2 部 3 位（2 部残留）
【詳細】
○プール戦
武蔵大学 （1-0）勝利、東海大学 （1-0）勝利、立教大学 （0-2）敗北
○順位決定予選 一橋大学 （1-3）敗北
○3 位決定戦

横浜市立大学（2-0）勝利

■夏シーズン
●夏合宿
・白馬合宿（走り合宿）
・小矢部合宿
・水上合宿
●Ｂインカレ（インカレ出場権をかけた大会）
【最終成績】優勝（インカレ出場権獲得）
【詳細】
初戦︓名古屋大学 7-1 勝利 、 準決勝︓一橋大学 2-0 勝利
決勝︓京都大学

1-1 （SO 戦）勝利

■秋シーズン
●秋季リーグ
【最終成績】2 部 2 位（入替戦の結果２部残留）
【詳細】
○プール戦
東海大学 （4-2）勝利、

成城大学 （4-0）勝利、 立教大学 （4-0）勝利

○順位決定予選 横浜市立大学（2-0）勝利
○優勝決定戦 一橋大学（0-1）敗北
○入替戦

法政大学（0-1）敗北

【最終結果】2 部残留
●インカレ
【最終成績】ベスト 16
初戦︓大阪大学 3-0 勝利
２戦目︓立命館大学 0-11 敗退
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●定期戦
・四大学定期戦・・・優勝
・甲南大学定期戦・・・準優勝
○今年度総括
今シーズンは、シーズン当初より学生全員とチーム方針を協議し、「点を取って勝つ」というチームコンセプトの元、
チーム作りを行ってまいりましたが、春シーズンではなかなか得点を上げることが出来ずに苦戦する試合が多く、一
橋大学に敗れ入替戦出場を逃してしまい、最終的には２部３位という結果となりました。
春シーズンの結果を受けて、夏合宿では学生１人１人がリーダーシップを持って考えること、チャレンジすること、
議論することをテーマに共通認識の構築を行ってまいりました。
小矢部合宿では、地元住民の方とも交流の場を設けていただき、ホッケー以外の部分でも貴重な経験をするこ
とが出来たと感じています。
夏から秋シーズン序盤では、複数得点を取って勝ち切れる試合が増え、春に敗戦をした一橋大学・立教大学
にも勝利し、仕上がりに手ごたえを感じることが出来ましたが、一橋との優勝決定戦では自分たちの力を出し切
れずに 0-1 と敗北いたしました。
２部２位として迎えた入替戦に向けて、もう一度初心に返りチーム全員でミーティングを行い、相手の分析を行
い、学生主体で勝利する方法を考えて試合に臨みました。
法政大学を相手に、最後まで戦う姿勢を貫きましたが、試合終了間際に失点をしてしまい結果は 0-1 と敗北
をいたしまして、２部残留となりました。
結果は残念でしたが、入替戦に向けた準備から試合中での取り組みまで、チーム一丸となり自分たちの持てる
力を出し切れたと感じております。
体制面では、今年は４年生が 6 人、うち大学からホッケーを始めた者が 3 人と例年になく未経験者が多い代で
したが、下級生の意見を引き出しながら、全員が真摯にホッケーと向き合い取り組むチームを作ってくれたことに、
監督として感謝しております。
私は今年で監督を退任となりますが、今シーズン届かなかった１部昇格に向けて、今期の悔しさを忘れずに来
期もチーム一丸となって取り組んで欲しいと思います。
今年度も学生に対して多大なるご支援・ご協力を賜り、誠に御礼申し上げます。
引き続きご支援ご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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9 月 全日本大学ホッケー大会（Ｂインカレ）

8 月 小矢部（富山）合宿での地元交流の様子

富山新聞の掲載記事
以 上
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大学女子ホッケー部 2019 年度活動報告
大学女子監督 佐々木 佑仁朗
〇部員数
プレーヤー︓18 名（4 年生:5 名、3 年生:7 名、2 年生:3 名、1 年生︓3 名※）
マネージャー︓3 名（4 年生:1 名、3 年生:1 名、1 年生:1 名）
○戦績報告
■春シーズン
●春季リーグ
【最終成績】 １部リーグ６位
【詳細】
○プール戦
山梨学院大学 （0-12）敗北
早稲田大学 （0-3）敗北
立教大学 （3-1）勝利
○順位決定予選 横浜市立大学 （3-0）勝利
○順位決定戦（5 位決定戦） 慶応大学（0-3）敗北
■夏シーズン
●夏合宿
・鹿児島合宿（７泊８日）
●Ｂインカレ（インカレ予選）
【最終成績】準優勝（インカレ出場権獲得）
【詳細】
準決勝︓武蔵大学 3-0 勝利
決勝

︓朝日大学 0-4 敗北

●四大学定期戦
【最終成績】 優勝
【詳細】
武蔵大学 2-1 勝利
成城大学 5-0 勝利
■秋シーズン
●秋季リーグ
【最終成績】１部リーグ 7 位（入替戦出場の結果 １部リーグ残留）
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【詳細】
○プール戦
早稲田大学 （0-1）敗北
上智大学 （6-0）勝利
駿河台大学 （0-6）敗北
○順位決定予選 武蔵大学（0-0 → SO 戦 0-2）敗北
○順位決定戦
○入替戦

上智大学（2-1）勝利
立教大学（1-0）勝利

●インカレ
【最終成績】１回戦敗退
１回戦︓天理大学 0-12 敗退
●今年度 総括
監督の佐々木です。今シーズンは目標として 「１部リーグ ４位」 と、これまでに無い高みを目指しました。
その為、春の今市、夏の鹿児島共に、関東リーグ３位の 東京農業大学さんを招聘して合同合宿を行い、絶
対的な守備意識の中で最小失点を目指し、更には絶対的な守備意識を持ちながら得点をして勝つべくチーム
を目指して、一年通して鍛錬して参りました。
その成果は、秋リーグでの早稲田大学戦や駿河台大学戦で発揮され、プール戦の得失点差が
「-1」 と１部リーグ中下位校の中では、特筆に値する成果を出せた一方で、最終順位は 春リーグ ６位、
秋リーグ ７位 と目標には届かない結果となりました。
結果は残念でしたが、大学からホッケーを始める素人集団が、本気になって「１部リーグ４位」を目指した経験
は、選手にも指導陣にも 「何が出来て何が足らなかったのか」 を深く大きく再認識する１年となりました。
素人集団が１部リーグ定着ではなく、１部リーグ３・４位の強豪チーム相手に 「勝利」 を目指して戦うに
は、厳しくホッケーに向き合いながら、強豪チーム相手に通じる基礎・基本・守備力・得点力を身につけ、それを
発揮する為、彼女らの浅いホッケー経験をカバーする 「学習院ならではのチーム力（チームの和）」 も必要と
なり、それら一つ一つに、更には試合の中での１プレー・１プレー、の意味や責任感は、苦い経験を通して選手
たちに厳しい現実として突き付けられました。
悔しかった結果と共に色んな想いや経験がチームに刻まれた一年でしたが、彼女たちが勇気をもって高い目標
にトライして本気でホッケーに向き合ったことが糧となり、チーム２０２０に、これからの女子ホッケー部につながる
ことを切に願います。
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８月 鹿児島合宿

１０月 全日本学生選手権（インカレ） ＶＳ天理大学（於︓大井オリンピックスタジアム）

7

１１月 秋季入替戦（今季最終戦） 勝利後の笑顔の写真
以 上
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高等科ホッケー部 2019 年度活動報告
コーチ 酒井卓也
春季 インターハイ予選
1 回戦
学習院 2-3 早稲田
3 位決定戦
学習院 1-0 学芸
最終結果
春季インターハイ予選 … 3 位
※ 早稲田はインターハイにおいて立命館を破りベスト 16 に
~高校 3 年生 引退~
春季インターハイ予選で早稲田相手に善戦した 3 年生主体のチームのうち、6/12 が受験勉強等の為に引
退。秋季国体予選に向けて新チーム体制となり走り出しました。
残った 3 年生は東京都の国体選考を受け、学習院からは 4 名が選ばれました。
都の代表として戦い、接戦の末神奈川代表に 1 点差で敗退しました。一方で新チームとなった学習院高等
科は、秋まで残った 3 年生 5 名を含め、夏合宿を経て秋季国体予選に臨むも…
秋季 選抜予選
1 回戦
学習院 0-0 成城 （SO1-0）
決勝戦
学習院 0-6 早稲田
最終結果
秋季選抜予選… 2 位
春季大会以上の大差で早稲田相手に敗北致しました。（※3 年生は都大会で完全引退）
関東進出の枠が 2 校あった為、関東大会には出場できたものの、0-2 で大原高校に敗北。
新チームの滑り出しは決して良いものとは言えませんでした。
秋季選抜予選敗戦以降、新主将となった山口や副将の栗原、木村の元、プレスやショートパスによる崩し等
の戦術理解を深める事、そして基礎技術力・基礎体力の向上等、根気強さや継続力の問われる練習を行なっ
て来ました。
厳しい冬を乗り越え、新年の始まりと共に新チームは芽吹き始めました。成長の早い 1 年生に負けじと 2 年
生も急成長を遂げており、春季・秋季ともに苦戦を強いらされた学芸、成城相手に 1 年生のみで勝利を収め、
2 年生主体のチームで早稲田相手に接戦を繰り広げられるチームにまで再び成長してくれました。
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3 月 1 日現在のチーム状況は 2 年生 10 名、1 年生 19 名の計 29 名です。
コロナの影響により現在は活動停止となってしまっておりますが、まだ 2 ヶ月と十分な時間は残っております。
3 年ぶりのインターハイ出場に向けて学生共々改めて精進して参ります。
引き続き何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

春のインターハイ予選
以 上
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2020.大学男子

目標およびスケジュール、チーム編成

● テーマ
「 GAME CHANGE 」 ポジティブに、アグレッシブに。
● 目標
「一部上位」…（2019 年春季 2 部 2 位・入替戦敗退） ここから新たな学習院の幕開け
● スケジュール（コロナウイルス対応もあり流動的）
・ 2/15
シーズンイン
・ 2/17～20
春合宿（＠福島県棚倉町）
・ 4/中～
春季リーグ
・ 7/上～中
夏季オフ
・ 7 月下
シーズンイン（7/24-8/9：東京オリンピック期間）
・ 8 月中
夏合宿
・ 9 月上～
春季リーグ
・ 10 月下
インカレ（＠駒沢他）
● チーム編成
＜選手＞
・ 4 年生２名、３年生５名、2 年生５名、1 年生５名入部見込み（計１７名）
※ 新 1 年生の入部目標７名以上
・ 主将：桜井 雄規、副将：小堀 政高・三平 祐樹、主務：千葉 大賀
＜マネージャー＞
4 年生２名、３年生３名、2 年生４名、1 年生２名入部見込み（計１２名）
＜指導スタッフ＞
・ 監 督：厚川 俊也（新任・Ｈ16 卒）
・ コーチ：松田 崇史（新任・丹生高校 → 立命館大→福井クラブ→メトロ）
飯高 智大（留任・Ｈ29 卒）
毛利 大喜（新任・飯能南高校 → 関西学院大→メトロ）
小田 洋希（新任・Ｈ29 卒・フランスパリ一部リーグ）
● 桜杖会 強化費の行使予定
・ 外部人工芝グラウンド使用料、トレーナー費、スタッフ費、分析用 PC 購入費、合
宿遠征補助、新勧費他
● 春季リーグの予定 … コロナウイルス対応もあり流動的
＜男子 2 部リーグ・B プール＞
日時
対戦相手
グラウンド
備考
4/12(日)9：30～
武蔵大学
駿河台
プール戦 ※
5/3(日)9：30～
東海大学
早稲田東伏見
プール戦 ※
5/24(日)13：00～
横浜市立大学
東大駒場
プール戦
5/31(日)
未定
東大駒場
順位決定予選
6/21(日)
未定
大井南（予定）
順位決定戦
6/28(日)
未定
大井南（予定）
入替戦
（男子 2 部 A プール：東京大学、立教大学、成城大学、専修大学）
※ 大学男女が同一グラウンドで試合開催の日
以 上

2020.大学女子

目標およびスケジュール、チーム編成

● 活動理念
「強く・明るく・和のあるホッケー部」
● 目標
「春季リーグ 1 部 5 位、王座出場、秋季リーグ 1 部 4 位」…（2019 年秋季 1 部 7 位）
● スケジュール（コロナウイルス対応もあり流動的）
・ 2/15 シーズンイン
・ 2/27～29
春合宿（＠名古屋）→ 大学からの自粛要請により中止
・ 4/中～
春季リーグ
・ 7/上
大学王座決定戦（＠京都 立命館大スタジアム/瑞穂グラウンド）
・ 7月
夏季オフ
・ 7 月下
シーズンイン （7/24-8/9：東京オリンピック期間）
・ 8/8-14
夏合宿（＠鹿児島）
・ 9 月上～
秋季リーグ
・ 10 月下
インカレ（＠駒沢他）
● チーム編成
＜選手＞
・ 4 年生 8 名、３年生 3 名、2 年生 4 名（計 15 名）
※ 新 1 年生の入部目標 5 名以上
・ 主将：濵﨑 陽菜 、副将主務兼任：溝上 日奈子
＜マネージャー＞
・ 竹内 葉音、松原 香織
＜指導スタッフ＞
・ 監 督：高井 浩之（新任・Ｈ26）
・ コーチ：石上 桂子（2018 年〜・H29） 高畑 政利（2019 年〜・H27）
池田 彩夏（新任・H27）
山口 星矢（新任・H31）
澤谷 保典（2017 年〜・天理高→明治大）
上向井 千宙（2017 年〜・樋脇高→東京農大）
村原 和桜（2016〜トレーナー）
● 桜杖会 強化費の行使予定
・ 新勧費、トレーナー費、スタッフ費、合宿遠征補助他
● 春季リーグの予定 … コロナウイルス対応もあり流動的
＜1 部リーグ・B プール＞
日時
対戦相手
グラウンド
備考
4/12(日)13：00～
東京農業大学
駿河台
プール戦 ※
4/19(日)14：45～
駿河台大学
駿河台
プール戦
5/3(日)11：15～
武蔵大学
早稲田東伏見
プール戦 ※
5/10(日)
未定
駿河台
順位決定予選
5/24(日)
未定
早稲田東伏見
順位決定戦
（女子 1 部 A プール：山梨学院大学・早稲田大学・慶応大学・上智大学）
※ 大学男女が同一グラウンドで試合開催の日
以 上

2020.高等科

目標およびスケジュール、チーム編成

● 目標
「インターハイ出場」（東京で優勝。関東大会 6 位以内）
● スケジュール
・ 4/19
・ 5 月上
・ 5/9～10
・ 5/30～31
・ 8/18～22
・ 8 月中
・ 8/27～30
・ 9/26～27
・ 10/8～12
・ 12/23～27

東京神奈川大会（＠法政二校）
ＧＷ合宿（＠群馬県水上）
東京都高校総体予選（＠駒沢）
インターハイ予選（＠千葉県大原）
高校総体（＠栃木県）
夏合宿（＠群馬県水上）
国体関東ブロック（＠神奈川県）
選抜大会東京予選（＠駒沢）
国体本戦（＠鹿児島）
全国選抜大会（＠岐阜）

● チーム編成
＜選手＞
・ ３年生 10 名、2 年生 19 名（計 29 名）
・ 主将
＜指導スタッフ＞
・ 顧問兼監督：加藤 政夫先生
・ コーチ：大西 博己（留任・可児工）
小野 旭登（留任・Ｈ22 卒）
酒井 卓也（留任・Ｈ29 卒）
鈴木 翔太（留任・Ｈ30 卒）
● 桜杖会 強化費の行使予定
・ 合宿遠征補助、ゴールキーパー防具購入費、新勧費他
以

上

令和２年３月

＜企画委員会＞
委員長 重岡
3/9（月）理事会中止（コロナ感染拡大防止のため）→資料会議
企画委員：薦野副会長・大嘉副会長・中林理事・加藤理事・影山理事

２０２０年度桜杖会企画委員会活動報告・計画
≪２０１９年度活動報告≫
行 事

開催日

開催場所

参加人数

参加対象

備 考

4/14（日） 院内

１００人 ＯＢ・ＯＧ・学生

サロン写真等展示・交流試
合盛況（中高グランド）

３．交流試合

8/25（日） ⇒中止

－

ＯＢ・OG・学生

大井競技場工事の都合に
より中止

４．暑気払いの会（監督コーチ慰労会）

8/25（日） ⇒中止

－

監督・コーチ・理事・ＯＢ

交流試合中止のため中止

５．桜杖会親睦ゴルフコンペ②

10/13（日） ⇒中止

－

ＯＢ・ＯＧ

台風19号のため中止

６．甲南大学定期戦

11/16（土） 甲南大学

７．創部９０周年記念式典

12/14（土） 百周年

１３９人

来賓・先生・学生・父母・ＯＢ 高円宮妃久子殿下ご臨席
ＯＧ
大盛況

１．花見の集い（総会・ホッケーサロン・交流試合）
２．桜杖会親睦ゴルフコンペ①

８．新年会（監督コーチ卒業生慰労会）

1/26（日） 南泉寺

５０人 監督・コーチ・卒業生・理事

厚川男子新監督
高井女子新監督挨拶

≪2020年度計画≫
行

事

１．花見の集い（ホッケーサロン・交流試合）
２．桜杖会親睦ゴルフコンペ①
３．交流試合
４．暑気払いの会（監督コーチ慰労会）

開催予定

開催場所

4/12（日） ⇒中止
6月 ⇒中止

参加人数

参加対象

１００人 ＯＢ・ＯＧ・学生
２０人 ＯＢ・ＯＧ他

未定 ⇒中止

１００人 ＯＢOG・学生・ＯＢ・ＯＧ等

７月 ⇒中止

３０人 監督・コーチ・理事・ＯＢ

５．桜杖会親睦ゴルフコンペ②

１１月 ⇒中止

２０人 ＯＢ・ＯＧ他

６．甲南大学定期戦（2020年度本院ホスト校）

１１月 未定

７０人 甲南大学・学生・ＯＢ

７．忘年会（交流試合・忘年会）

１２月 ⇒中止

８．新年会（監督コーチ卒業生慰労会）

１月 開催未定

備 考

１５０人

来賓・先生・学生・父母・Ｏ
Ｂ・ＯＧ

５０人 監督・コーチ・卒業生・理事

＊コロナ感染防止のため、懇親会等の行事企画については当面の間中止といたします。（院内の百周年記念会館等各施設⇒2020年度中は使用禁止）
以 上

令和 2 年 10 月
桜杖会会員各位
桜杖会財務委員長 植坂 謙治

令和元年度会計報告／令和 2 年度予算について

１．令和元年度会計報告


令和元年度実績に関しては、概ね予算通りの運営を行った結果、対予算比△
43,893 円の着地となりました。



収入(年会費)に関しては、予算を下回る結果となりましたが、自動引落設定の推
進により、安定的な収入が確保できております。



支出に関しては、現役強化支援は積極的に行う一方で、経費関連は慎重な運営を
行っております。



課外活動助成金(寄付金)による積極的な強化支援も引き続き積極的に実施をいた
しましたが、昨年度も多大な寄付をいただいた結果、課外活動助成金の残高につ
きましては大きな変動はありません。



以上の結果、桜杖会の財政状況に関して令和元年度末時点において大きな増減は
ございません。



上記決算内容に関して、髙橋 直監事による監査を経ており、決算内容は正確で
ある旨の承認を得ております。

２．令和 2 年度会計予算


令和 2 年度予算に関しては、概ね昨年度と同様の予算としております。



ただし、昨年度実績を踏まえ、強化に関しては増額とする一方、経費関連予算の
削減によって全体の支出増加を抑えております。



期初予定されていた甲南戦費用(東京開催)を計上しておりますが、現時点で開催
は未定です。



以上の結果、収支はプラスマイナスゼロの予算となっております。



課外活動助成金からの積極的な現役強化支援は引き続き実施する方針ですが、寄
付金という性質上、安定的な収入に依存していないことから、桜杖会での十分な
管理の下で使用していく運用方針です。
以上

令和２年３月

役員改選（案）
会長・副会長
井上英利
横溝宏昌
竹口友章
薦野 潔
大嘉康子

（昭和５５年）
（昭和５１年）
（昭和５２年）
（昭和５２年）
（平成１０年）

理事
高橋 直
（昭和５７年）
高田良太
（昭和６２年）
重岡 昇
（昭和６２年）
田中賢司
（昭和５８高）
右川誠治
（昭和６３年）
加藤久晴
（平成 元年）
清水哲朗
（平成 ２年）
植坂謙治
（平成 ４年）
佐々木佑仁朗（平成 ６年）
今井幹雄
（平成 ７年）
中林啓明
（平成 ８年）
平田洋彦
（平成１２年）
鈴木小百合 （平成２４年）
影山蓉子
（平成２７年）
冨田 遥
（平成２９年）
監事
黒田 健
成澤一憲

（昭和４１年）
（昭和４４年）

会 長
副会長
副会長
副会長
副会長

（強化、グランド）
（財務、広報）
（企画、対外、１００周年）
（強化、企画、女子３０周年）

強化
対外
企画
事務局、財務、広報
対外
企画
強化
事務局、財務
強化
事務局
企画
強化、グランド
事務局、財務
企画
強化

桜杖会規約
総則
第１条 本会は桜杖会と称する。
第２条 事務局を東京都豊島区目白１－５－１ 学校法人学習院内に置く。
第３条 本会は会員相互の親睦を図り、学習院ホッケー部（以下現役学生という）の健全なる発展強化を期する事を目的とし、
日本ホッケー界の更なる発展に貢献寄与する。
会員
第４条
第５条
第６条
第７条

本会は学習院大学、高等科（旧制含む）ホッケー部に在籍したOB/OGを以って組織する。
前条に掲げる資格を有するものは自動的に本会に入会するものとする。
会員は会の健全なる運営の為所定の会費を納入しなければならない。会費の額、及び徴収方法は総会の議決によって定める。
会員が本会の名誉を傷つけたり､秩序を乱す行為がある場合はその資格を失う。

活動
第８条
1
2
3
4
5

本会は第２条の目的を達成する為に次の活動を行なう。
会員相互の連絡並びに親睦､協調。
現役学生の活動強化の為の財政及び強化策策定等の支援。
本会員を中心としたメンバーで構成する桜杖会チームの社会人としての対外活動。
ホッケーに関する情報交換､啓発宣伝。
その他本会の目的達成に必要なる活動。

組織・役員・人事
第９条 本会には下記をおくことができる。
1 名誉会長
2 名誉会員
3 顧問
顧問は顧問会を構成する
第１０条 本会に次の組織及び役員を置く。
1 組織
総会
会の最高決定機関
理事会
会の総合的運営、総会決議事項案の策定
強化委員会
財務委員会
企画委員会
事務局
附則 上記常設委員会に加え､活動遂行に支障を来さぬよう適宜必要な委員会を設けることができる。
2 役員
会長１名
本会を代表し本会の活動を総括する。
副会長若干名 会長を補佐し必要に応じ代行する。
理事数名
理事会を構成し本会の活動運営策定に参加する。
監事２名
本会活動の全般及び決算を監査する。
附則 理事会において参与、専務理事を選任する事ができる。
第１１条 会長､副会長､理事並びに監事は総会において会員中より選任する。
② 事務局長､委員長の委嘱任命は会長がおこなう。
③ 現役学生チームの監督及びコーチは強化委員会が候補者を選任し、理事会に諮り承認を得る。
会長はその結果をもとに職務を委嘱推薦する。
④ 現役学生チームの監督及びコーチの任期は２ヵ年とする。但し、満期再任を妨げない。
附則 現役学生チームの監督及びコーチの評価総括、任期等に関する事項は、別途定める細則に基づくものとする。
第１２条 役員任期は２ヵ年とする。但し､満期再任を妨げない。
運営
第１３条
②
③
④

総会は､定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は､例年４月中に開催する。
総会は会長が招集し､議長には会長がこれにあたる。
総会の議決は出席会員半数以上の同意をもって決する。
但し､本規約の変更､役員の選任に関する議決については､出席会員の３分の２以上の同意をもって決する。
第１４条 会員は総会において議決権１を有する。
第１５条 会員は委任状により他の会員を代理として議決権を行使する事ができる。

理事会
第１６条 会長は､原則として隔月毎に理事会を招集するものとする。
② 会長は､理事の中から議長を委嘱する。
③ 現役学生チームの監督及びコーチは適宜、理事会への出席を義務とし予算申請、強化方針、戦績報告等を行う。
委員会
第１７条 委員会は会長の諮問機関であり､会長より諮問を受けた範囲内で担当業務を執行する。
事業年度
第１８条 本会の事業年度は毎年３月１日に始まり２月末日に終わる１ヵ年とする。
会計
第１９条 本会の経費は､会費､寄付金､その他収入を以って支弁する。
② 前項の収支予算は毎年度､総会の承認を得るものとする。
第２０条 会長は毎年度の終わりにおいて収支決算書を作成し､監事の監査を経た上で､これを総会に提出して承認を得なければならない。
慶弔規定
第１条
②
③
④
第２条

本会に関わる慶弔に際して､祝金又は弔慰金を支出する事ができる。
会員の結婚の際には会長名での祝電をおくる。
会員の死亡の際には香典（原則１万円）､供花・弔電（会長名）をおくる。
その他必要に応じて会長が判断する。
会員は第１条に掲げる事態が発生した事を知った場合は､直ちにその旨を事務局ないし役員まで連絡するものとする。

翁杖会規定
満７０歳に達した会員は『翁杖会員』と敬称し、桜杖会はその功績を讃え記念品を贈呈する。
『翁杖会員』はその後の年会費を免除される。
準会員規定
会員資格を有するものが死亡した場合､その配偶者は希望すれば準会員の資格を持つ事ができる。
準会員は年会費の納入義務､総会の議決権を有さない。
2005.4 改定
2008.4 改定
2012.4 改定

令和 2 年 10 月
桜杖会会員各位
桜杖会事務局 植坂 謙治

桜杖会郵送物削減、桜杖会 HP の一層の活用について
拝啓

時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいた

だき、厚く御礼申し上げます。

さて、桜杖会事務局からこれまで会員の皆様宛てに桜杖会主催イベント（総会、忘年
会等）のお知らせ、あるいは学生の試合日程、結果報告等のため、年 4～5 回程度郵便
物を送付させていただいておりました。
しかしながら、昨今の個人情報保護強化の観点から会員の皆様の住所把握が難しくな
ってきており、年々宛先不明による返却が増加していること、桜杖会ホームページの充
実化によりホームページでのタイムリーかつ正確なイベントや試合日程、結果等の告知
が可能となったこと、また、年間の郵便物の削減により郵便代の削減が図られ、各種企
画や強化の資金に充当することが可能となること、といった観点から、今後学生の試合
日程、結果報告等について郵便での連絡は廃止とし、基本的に年次総会、忘年会のご案
内のみ郵送で行うこととさせていただきたいと思います。
これによって、今後、年間の桜杖会事務局からの郵送でのご案内は年 1～2 回程度と
なると思います。
一部の会員の皆様には大変ご不便をおかけすることになるかもしれませんが、何卒ご
理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、桜杖会ホームページに関しましてはこれまで以上の充実化を今後も図っていき
たいと思いますので乞うご期待ください。
（桜杖会ホームページ https://ojokai.com/）
また、メールアドレスをご教示いただけた方には、試合日程・結果等のメール配信も
検討しております。さらに、事務局としましては引き続き桜杖会員名簿の更新も行って
まいりますので、下記 QR コードから皆様の最新のご住所・メールアドレス等を登録し
ていただければ幸いです。

（下記 URL からでも入力可能です）
URL: https://ojokai.com/roster/form/
お問い合わせは下記事務局までお願いいたします。
植坂謙治（H4 卒） 携帯：090-2676-4177 メールアドレス：office@ml.ojokai.com
敬具

