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平成２５年度 事業報告 

 

平成２５年度の活動は事業計画に基づき順調に執行された。高齢化に伴う会員・会費の減少対

応、ＨＰの活性化、同期会の開催支援について積極的な取組みを実施し、会費収入面で大きな成

果を上げる事ができた。 

その他の活動では、会報の発行、新年懇親会の開催など例年の行事の他、市大会では２年に１

度の同窓会を開催した。 

しかし、進交会は、今後も「高齢化」と「若年層の同窓会への無関心」等により厳しい状況に

ある。それは進交会の主要な行事である新年懇親会、文化教室やみなと倶楽部の利用者の減少な

どに現われている。引き続き、年代別の会費収納策の導入や同期会の開催及びホームカミングデ

ーへの参加協力を積極的に行う他、部活ＯＢ会開催推進等により、一人でも多くの若い会員の参

加を呼びかけていく所存である。 

 

［Ⅰ］平成２５年度重点目標 

１．高齢化に伴う会員・会費の減少へ対応 

平成２２年度より会費のコンビニ払いを導入し納入窓口を増やすことにより、

年々成果を上げてきたが、本年度は終身会費を５０，０００円から３０，０００円

に値下げした効果により、平成２３年度の終身会費の納入件数６０件、平成２４年

度の納入件数２９件を大幅に上回る１６１件の成果を上げる事ができた。 

また、会費収入金額は７，５８５，０００円で２３年度の６，２８５，０００円、

２４年度の４，２０７，０００円を大きく上回った。特に、５０歳代・６０歳代の

終身会費件数が６２％を占めており、平成２６年度以降は５０歳代～６０歳代をタ

ーゲットとするなど年齢別取組を推し進めることが肝要である。また、終身会費金

額を年代別に設定する等の戦略も今後は必要と思われる。 

       

  ２．ホームページの活性化 

      平成２５年３月にホームページの改定を行い、画面を市大・Ｙ校に分け、更に同窓 

会・ゼミ等の項目に区分けし、見やすく、利用しやすい画面に変更した。また、スマ 

ートフォンにも対応させる等により、会員からのアクセス数は１年間で約３７，００ 

０件であり利用状況は増大している。 

 

３．同期会の開催支援 

平成２２年より６０歳還暦を迎えたＹ校卒業生の同期会の開催を支援している。

平成２５年度もＹ校昭和４６年卒業生１０４名が集い旧友との再会に盛りあがり、

進交会を思い出させる効果に大いに役立っている。市大同窓会も２年ぶりに約１５

０名が集い盛会であった。また、市大ホームカミングデーへは約１００名の卒業生

が参加し、懇親会や大学の今昔を比較するスライド上映等で母校を懐かしみ、昨年の

ノーベル賞受賞で話題となったＩPS 細胞を使い、機能的なヒトの臓器を創ることに成功
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した谷口教授が講演し、一般の方も聴講した。 

［Ⅱ］会員の状況 

   １．本年度新会員 

Ｙ校 ２６９名 

市大 国際総合科学部   ６８４名 

医学部             １６８名 

合 計           １，１２１名 

２．会員総数      

区 分 会員（物故者を除く） 住所不明者 現 在 数 

Ｙ 校 ２３，４６５    ７，８８４   １５，５８１ 

Ｙ専・専修科 １，０１９      ５１９ ５００ 

市 大 ３４，０７９  １４，３４０   １９，７３９ 

合 計 ５８，５６３     ２２，７４３ ３５，８２０ 

   【市大生内訳】    

区 分 会員（物故者を除く） 住所不明者 現 在 数 

商学部 １４，８４０ ６，１１３  ８，７２７ 

文理学部  ９，４５２  ４，２６４    ５，１８８ 

国際文化学部         １，０３２  ６２１ ４１１ 

理学部 ６８９           ３１５ ３７４ 

医学部(医大・医科大) ２，７４９       １，０４３   １，７０６ 

国際総合科学部  １，６７７            １９２ １，４８５ 

看護(高等看護含む) ３，６３６          １，７９０ １，８４６ 

その他 ４                     ２       ２ 

合 計 ３４，０７９      １４，３４０      １９，７３９ 

                            （平成２６年３月３１日現在） 

[Ⅲ] 進交会の定例事業 

１．社員総会 

（１） 開催日時 平成２５年５月２５日（土）午前１０時３０分より 

（２） 開催場所 進交会館 ５Ｆ会議室 

（３） 出席者  ４２名（委任状３５名） 

（４） 議 題 

① 第一号議案 平成２４年度 事業報告承認の件 

② 第二号議案 平成２４年度 決算報告書承認の件 

       第一号議案、第二号議案が承認され、社員総会終了後に懇親会を開催。 

 

２．進交会報７９号の発行 

７９号は、平成２５年１０月４日に発行し会員全員に配布。今回の進交会報は、カラー

化を増やし更に見やすく、読みやすく発行した。田中克子市大新理事長の紹介、現役の先
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生による Y校の近況等にページを増やした。また、理学と医学を融合した、生命医科学の

世界的レベルの研究拠点を目指す「市大先端医科学研究センター」の本格的稼働や、平成

２６年度開設予定のＹ校スポーツマネジメント科等の記事を掲載。 

 

３．新年懇親会の開催 

平成２６年１月２５日（土）に崎陽軒本店４Ｆで開催。参加者は招待客を含め１２３名

と低調であった。アトラクションは、「シャンソン歌唱 白鳥 加奈子」と横浜レク・フ

ラ市民の会のフラダンスがあり、最後に恒例の福引を行い参加者に好評であった。 

この席で昨年の春と秋の叙勲・受賞の表彰を行い、秋谷理事長が受賞者に記念品を授与

した。尚、受賞者は次の通りである。 

瑞宝中綬章    篠原 信好 様 

     瑞宝中綬章    粕川 禮司 様 

     瑞宝中綬章     山岸 親雄 様 

       以上３名 

[Ⅳ] 理事会、各委員会及びその他の会合 

１．理事会 

第一回理事会 平成２５年６月１７日(木)  午後５時３０分より 

        第一号議案 公益目的支出実施報告書（案）承認の件     

        第二号議案 終身会費の改定に伴う細則更案承認の件 

        第三号議案 職員の昇格並びに定年変更に伴う規定の変更案承認の件 

        第四号議案 従業員夏季賞与支給の件 

第二回理事会 平成２５年１１月２２日(金)  午後５時３０分より 

            第一号議案 平成２５年度上半期決算報告（案）承認の件 

            第二号議案 新事務局長承認の件 

            第三号議案 上海支部設立（案）承認の件 

第四号議案 平成２６年進交会新年懇親会開催（案）の件 

            第五号議案 職員賞与支給の件 

     第三回理事会 平成２６年３月２８日(金) 午後５時３０分より 

           第一号議案 平成２５年度収支見込（案）と 

                        平成２６年度収支予算（案）承認の件 

           第二号議案 役員選考委員会委員候補（案）承認の件   

           第三号議案 細則変更（案）承認の件 

           第四号議案 新事務局長承認の件 

           第五号議案 社員総会開催に関する事項承認の件 

 

     第四回理事会 平成２６年４月２５日（金） 午後５時３０分より 

           第一号議案 平成２５年度事業報告（案）承認の件 

           第二号議案 平成２５年度決算報告（案）承認の件 

           第三号議案 平成２６年度事業計画（案）承認の件 
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           第四号議案 顧問就任承認の件 

２．各委員会 

３月２８日開催の理事会で現在の４委員会（総務委員会、広報委員会、事業委 

       員会、文化厚生委員会）を名称変更及び統合により３委員会に変更することを決 

定した。これにより各委員会のスリム化、業務の明確化が図れ、より一層成果が 

期待できる。 

 

３．部 会 

（１） Ｙ校会 

２月１５日のＹ校会総会により会長が田宮国興氏（昭和３９年卒）に変わり、

副会長も２名から４名に増え、平成２６年度の方針が承認された。平成２６年度

は「組織の拡大・活性化」と「Ｙ校への積極的支援」をメインテーマに掲げ、４

委員会を新たに設置し、会長・副会長が一丸となり、各委員会委員の協力のもと、

充実した活動内容にすべく専心する所存である。また、美澤進先生の墓参会・Ｙ

校会の集い等の定期的行事の他、麻雀大会・東京社会見学ツアーなどを実施し、

コミュニケーションと協調性を図り、更にＹ校会会員の結束を高める方針である。 

 

（２） 市大同窓会 

 隔年に開催の市大同窓会は平成２５年１１月１日（金）に横浜ロイヤルパーク

ホテルで開催された。当日は、田中理事長、市大学長、小川元学長など多数の市

大関係者と、１５０名を超す卒業生が一堂に会する同窓会となった。今回の特徴

は、初参加の方が３分の１を超えたことであり、参加した会員は、しばらく振り

の同窓会で話も弾み和気あいあいの雰囲気を楽しんでいた。 

また、例年「浜大祭」期間中に開催される「第５回ホームカミングデー」が八

景キャンパスで開催され、卒後５０年の昭和３８年卒業生と還暦を迎えた昭和５

１年の卒業生を中心に１００名以上が集合した。今年はｉｐｓ細胞から初めて機

能的なヒト臓器を創ることに成功した谷口英樹市大教授（臓器再生医学）が「ｉ

ｐｓ細胞から初めて機能的なヒト臓器を創る」の演題で再生医療についてわかり

やすく講演を行い、会場は卒業生・一般の人で満席であった。その後、卒業生は

シーガルセンターの懇親会で懇親を深めた。      

 

 [Ⅴ] みなと倶楽部・文化教室 

     みなと倶楽部 …… 利用者人数 ９，１８３名（前期比８８％） 

               売上 １，１５８．１万円（前期比８９％） 

     文化教室 ………… 生徒延べ人数  ８５８名（前期比９２％） 

               定例講座を含めた収入 ２８５．２万円（前期比１１１％） 

         漢文教室が平成２５年１２月で閉講となり、他教室も高齢化による生徒数減

少と会費収入の減少は不可避である。若年層の取り込み、新たな教室の開講等

が急務である。 
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[Ⅵ] 母校関係 

１．Ｙ校・市大行事への参加 

（１）Ｙ校 ① 入学式 平成２５年４月８日(月)  出席者：秋谷理事長、出原事務局長 

② 卒業式 平成２６年３月１日(土)  出席者：秋谷理事長、南Ｙ校会会長      

（２）市大  ① 入学式  平成２５年４月５日（金） 

         出席者：秋谷理事長、川辺副理事長、黒津常務理事、出原事務局長、 

②「第２回医学のために献体された方々への感謝の集い」 

平成２５年１０月１９日（土） 出席者：秋谷理事長、出原事務局長 

       ③ 卒業式  平成２６年３月２５日（火）出席者：秋谷理事長、川辺副理事長 

        

２．表彰・支援 

   （１）表 彰 

         ・ 市大 「進交会賞」９名（国際総合科学部７名、医学部２名） 

         ・ Ｙ校 「奨学金」 ７名（クラスの成績優秀者） 

              「美澤皆勤賞」３６名（３年間無遅刻・無欠席の生徒に授与） 

（２）広告掲載 

・ 市大：運動部連合会、浜大祭、混成合唱、管弦楽団 

         ・ Ｙ校：Ｙ校文化祭、Y校吹奏楽部ＯＢバンド 

（３） 母校への支援 

   ・ 市大：７０万円 

        他「献体された方々への感謝の集い」への助成  

・ Ｙ校：２１万円、Ｙ校祭硬式野球招待試合費用援助  ５万円 

 

［Ⅶ］支部関係 

   静岡支部総会   平成２５年 ４月２０日 秋谷理事長、出原事務局長 

   名古屋支部総会  平成２５年 ７月１３日 秋谷理事長、山本理事 

   近畿進交会総会  平成２５年１１月１６日 秋谷理事長、出原事務局長 

   千葉県支部総会  平成２５年１１月 ９日 秋谷理事長、山本理事 

 

 

以上 

    

 

 

 

 

 

 


