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2023年 2月１１日 

コアグループＯＢ会 

事務局 大平 茂 

 

コアグループＯＢ会第１５回総会議事録 

 

  １．開催日時・場所 

２０２３年２月１１日（土）１５時００分開催 

場所 コア第２ビル 多目的ルーム 

参加者 渡辺幸久、辻村一男、須賀川靖男、畠山章、佐藤英一、大平茂 

 関康夫、中村哲夫、牧野恒広 

埼詰素之、仲谷章一 

  オンライン参加者 

髙栁光雄、長澤孝之、大北茂樹 

   

 ２．総会  15時～15時 50分 

  ①第１号議案 「２０２２年度活動報告／会計報告」の件 

  質疑：なし 

承認可決 

②第２号議案 「２０２３年度事業計画・予算（案）」承認の件 

 質疑：予算の地域活動補助予算をもっと増やすべきでは 

 回答：あくまでも予算であり、地域活動が活性化し結果として予算を超えることになれ 

ばそれでも良いものと考えます。 

報告：植樹祭の日程については、5月 16日（火）午前で調整します。 

承認可決 

③第 3号議案 会則変更の件 

 一部訂正のうえ承認可決 

  訂正箇所 

  会長が推薦し役員会の承認を得るものとする→総会の承認に変更 

④第 4号議案 役員改選の件 

 承認可決 

  ⑤その他   報告事項「会員数報告等」 

  下記ご意見をいただきました。 

１．新型コロナの終息に伴い、Ｚｏｏｍでのハイブリッドでなく、集合形式で 

総会その他を開催してもよいのでは。 

→集合の人数制限は外すことを考えますが、全国の会員向けにもオンライン開催

は必要と考えます。 
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  ２．Ｚｏｏｍの使用方法がわからない人がいるので、講習会等を開催しては？ 

→Ｚｏｏｍの使用方法については、地方の方もいらっしゃるので講習会開催は

難しいので簡易マニュアル作成を検討します。 

 

 ３．講演会  16時～ 

講師：コアグループ代表 種村良平 様 

演題：コアグループ結成 50周年を迎えて（仮称） 

高齢者の皆さんへのアドバイスやコアの現状についてお話をいただきました。 

 

４．懇親会 17時～ 

 コアマーリンカフェ 

 種村代表を交え、出席者の皆さんと情報交換を行い、有効な時間をすごすことができました。 

 

＜添付資料＞ 第１５回コアグループＯＢ会総会議案 

 

以上 
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第１５回コアグループＯＢ会総会議案 

2023年 2月 11日(土) 15時～ 

コア第 2ビル 多目的ルーム 

 

第 1号議案 「２０２２年度活動報告／会計報告」 

１．２０２２年度活動報告 

（１） 第 14回総会 

新型コロナウィルス蔓延のため総会開催は中止 

議案決議については、メールでの可決／承認 

（２） 情報交換会 

新型コロナウィルス蔓延のため中止 

（３） 役員会 

① 第 1回役員会 

6月 17日(金)  16時～17時  

コア第 2ビル多目的ルーム 

出席役員 7名 欠席 1名 

議案 

⚫ 地域交流会開催計画について 

⚫ 役員改選について 

⚫ コアグループ結成 50周年について 

⚫ 各地域毎のＯＢ会活動活性化案について 

② 第 2回役員会 

11月 25日(金) 16時～17時  

コア第 2ビル多目的ルーム 

出席役員 6名 欠席 2名 

議案 

⚫ 第 15回総会日程、議案について 

⚫ 役員改選について 

⚫ 50周年記念お祝い（植樹）について 

⚫ 地域ＯＢ会活動補助について 

  

（４） 地域交流会 

11月 10日（木）～11日（金） 

関西カンパニー新オフィス見学 

奈良国立博物館（正倉院展）見学 

参加者 12名 
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２．会計報告 

 

2022年 1月 1日～2022年 12月 31日  

（１）収入の部   

科目 金額 備考 

一般会員入会金/年会費１ ¥15,000 前年度分 

一般会員入会金/年会費２ ¥21,680 シクミネット経由 

賛助会年会費 ¥90,000 5社 

利息（2月） ¥5   

利息（8月） ¥6   

関西地域交流会旅費等 ¥170,700 
参加者振込 :\130,700 

全国旅行支援: \40,000 

一般会員入会金/年会費３ ¥19,000 次年度分 

合計 ¥316,391   

   

（２）支出の部   

科目 金額 備考 

飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ ¥54,428 ＨＰ保守料 

同上 振込手数料 ¥330   

関西地域交流会旅費立替 ¥170,700 ＪＴＢへ振込 

同上 振込手数料 ¥330   

地域交流会補助 ¥55,000 
補助 50,000円 

謝礼 5,000円 

役員会懇親会補助（6月、11月） ¥13,000   

コア手帳 郵送料 ¥8,470   

合計 ¥302,258   
   

   

   

（３）単年度収支 ¥14,133   

（４）前年度繰越金 ¥1,200,971   

（５）次年度繰越金 ¥1,215,104   
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第 2号議案 「２０２３年度事業計画・予算（案）」 

１．事業計画 

（１）総会 

   ・２０２３年２月１１日（土）開催 

 コア第２ビルとオンラインの「ハイブリッド開催」とする 

 

 （２）情報交換会 

   ・６月１６日（金）開催(ハイブリッド開催) 

    会員相互の近況報告等を話し、親睦を図る。 

 

 （３）コアグループ結成 50周年記念植樹祭 

 4月～6月（詳細未定） 

   

 （４）役員会 

２０２３年６月１６日(金) 16:00～ コア第 2ビル  

２０２３年１１月１０日(金) 16:00～ コア第 2ビル  

 

  

  

２０２３年度事業計画

事　　業 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月

総会 2/11

情報交換会 6/16

植樹祭 未定

役員会 6/16 11/10

新入会員募集 通年（退職者へコアから入会案内）
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２．予算計画 

   

2023年 1月 1日～2023年 12月 31日   

（１）収入の部   

科目 金額 備考 

一般会員入会金/年会費１ ¥30,000 前年度／次年度含む 

一般会員入会金/年会費２ ¥20,000 シクミネット経由 

賛助会年会費 ¥90,000 5社 

利息（2月） ¥5   

利息（8月） ¥5   

合計 ¥140,010   
   

（２）支出の部   

科目 金額 備考 

総会    講師謝礼（2月） ¥5,000   

総会    補助(2月) ¥15,000   

情報交換会 講師謝礼（6月） ¥5,000   

役員会、情報交換会補助（6月） ¥10,000   

地域活性化活動補助 （通年） ¥30,000 \3,000×10名 

50周年記念植樹（４～6月） ¥100,000   

役員会   補助（11月） ¥10,000   

飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ ¥54,428 ホームページ保守料 

同上振込手数料 ¥330   

コア手帳 郵送料 ¥9,000   

合計 ¥238,758   
   

（３）単年度収支 ¥-98,748   

（４）前年度繰越金 ¥1,215,104   

（５）次年度繰越金 ¥1,116,356   
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第 3号議案 会則変更の件 

役員の他に新たに「相談役」を設置する。 

会則第 10条（相談役の設置）を追加し以降条項繰り下げ。 

第 10条 相談役の設置 

  会長は、必要に応じ本会に相談役を置くことができる。 

  １ 相談役は、本会の役員経験者で会長が推薦し総会にて承認を得るものとする。 

  ２ 相談役は、役員会に出席し会長の諮問に応え意見を述べることができるが、 

    採決に加わることはできない。 

 

第 4号議案 役員改選の件 

現役員（渡辺幸久、辻村一男、須賀川靖男、畠山章、佐藤英一、青山一男、浅海弘士、大平茂）は本

総会の終結をもって任期満了となります。つきましては、役員（相談役を含む）11 名の選任をお願

いしたいと存じます。 

役員候補者は以下のとおりでございます。 

会長  大平 茂 新任 

副会長 辻村 一男 再任 

理事  須賀川 靖夫 再任 

理事  畠山 章 再任 

理事  佐藤 英一 再任 

理事  関 康夫 新任 

理事  髙栁 光雄 新任 

事務局長 中村 哲夫 新任 

監事  牧野 恒広 新任 

相談役 渡辺 幸久 新任 

相談役 浅海 弘士 新任 
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その他報告、連絡事項 

１．会員状況 

2023年 1月 1日現在 

正会員 59名（2022年度入会 1名、退会 2名） 

賛助会員 5社（コア、ＣＮＩ、ギガ、ラムダシステムズ、プロネット） 

 

２．ＯＢ会地域活動活性化について 

地域毎にＯＢ会員の懇親、情報交換を目的とした地域の活動に補助金 

３０００円／人・年 を支出することを可能とする。 

例：東京地区交流会、西日本交流会開催等 

 

各地域での活動時は事前に以下の内容を事務局へご連絡ください。 

事務局メールアドレス：info@core-ob.com 

＜地域活動申請 記載事項＞ 

⚫ 活動概要 

⚫ 日時 

⚫ 場所 

⚫ 参加人数（参加者氏名） 

⚫ 振込先口座 

 

２．その他 

 

以上 

 


