
２０２２（令和４）年度 近畿双松会「総会 講演会 懇親会」次第

１１月２６日（土）ＡＭ１１時半～ＰＭ３、中央電気倶楽部５Ｆホール （受付開始：１１時）

◆第一部「令和４年度総会」（11 時半～正午） 司会 山口紀子 副会長（高 23）

１．開会の辞：

２．物故者黙祷：

３．ご挨拶：近畿双松会 松本耕司 会長（高 16）

４．ご来賓ご挨拶：双松会 勝部昌幸 副会長（高 21）

島根県立松江北高等学校 木原和典 校長

５．議長の選任： (議事報告 宍道弘志 副会長・事務局長（高 31）)               

６．議事： (1)  活動報告（R 元～４年）、会則の改訂：

： (2)  会計報告（R 元～４年）： ※監査報告：鶴羽孝子監事（高 22）

： (3) 役員の異動、新副会長の紹介：              

7．閉会の辞：

◆第二部「講演会」（正午～12 時 50 分） 講師紹介 宍道事務局長

・演題：「外科医として消化器癌と戦う」

・講師：土岐 祐一郎 様（高 30（理９）期、大阪大学消化器外科学教授）

（母衣小・松江二中卒、1985 年大阪大学医学部卒、2020～2022 年大阪大学医学部附属病院長、

病院長として新型コロナウィルス感染に対応）⇒ 詳細ご紹介 別紙

＜休憩（10分）＞

◆第三部「懇親会」（13～15時） 司会 徳田完二 副会長（高24）松村 聡 副会長（高26・理5）

※「三密回避」「適切なマスク着用」のマナーに留意※

１．開会の辞：

２．ご来賓・講師紹介： 勝部昌幸様（双松会副会長）金平 憲様（高 16・双松会幹事長）

土岐 祐一郎様（講師・大阪大学消化器外科学教授）

木村恵吉様（近畿松江会副会長）竹谷 奬様（同・事務局長）

３．乾杯：（音頭）双松会 金平 憲 幹事長

４．会食・懇親・スピーチ： 堀江眞三人様（高 2）伴 稔也様（高 9）志賀 潔様（高 11）

岡 久夫様（高 17）岩田一志様・新見泰朗（高 19）飯石浩康様（高 25・理 4）

福冨由美子様（高 26）高野直樹様（高 36）田中秀明様（高 41）

５．校歌斉唱（全曲）：※赤山健児の歌 ※山脈浮かびて

６．万歳三唱（発声）：真庭 功様（高 15）

７．全員集合写真撮影：

８．閉会の辞：

＜終了（解散）：15 時 20 分＞



  　　　　　近畿双松会　活動事業報告
　　　　　　　　（以下★印⇒新型コロナウィルス感染の影響を受けたもの）

◆２０１９（平成３１・令和元）年度
１１月 末日 木 令和元年度「会報」の編集開始

１月 １０日 金 メールマガジン”さんみゃくうかびて”第1号を約300名に配信開始

１１日 土 事務局会議&有志新年会開催（参加16名）

１９日 日 第3回宝塚歌劇鑑賞会（参加32名、於：宝塚大劇場）

２月 初旬 ★ダイヤモンドプリンセス号で新型コロナウィルス感染者発生

２９日 土 令和2年度新年役員懇親会（新年度方針確認）（参加20名）

３月 １日 日 北高卒業生に双松会入会式で「メールアドレス登録」を要請

２８日 土 ★第12回落語鑑賞会（天満天神繁昌亭・予定40名）　⇒直前中止

第5回松江北高野球部大阪遠征応援　⇒遠征企画の中止

３１日 火 令和元年度会報の発行

〃 〃 令和元年度会計年度終了

※ＨＰアクセス件数　2020.3.16現在　４６,８０４件（前年＋４,７５５件）　

◆２０２０（令和２）年度
４月 １日 月 令和２年度事業・会計開始

★新年度運営方針検討「事務局会議」　⇒中止

７日 火 ★第一次「緊急事態宣言発令」　⇒京阪神は5月21日で解除

１４日 火 ★令和2年度事業計画、平成31・令和元年度「会報」発送（4名で対応）

５月 ２８日 木 ★第44回近畿双松会ゴルフ（希望17名、ライオンズCC）　⇒直前中止

６月 ２日 火 ★「今後のコロナ下での運営方針」について、HPに掲載・周知

９日 火 近畿松江会幹部との交流ゴルフを開催（当方参加：５名）

２７日 土 第10回里山ハイキング下見（橿原市：藤原宮、万葉の歌碑巡り）

７月 １２日 日 第15回歴史ウォーキング下見（”麒麟が来る”の明智光秀から福知山）

１９日 日 ★事務局会議　⇒急激な感染拡大のため直前中止

★第15回文楽鑑賞会　⇒国立文楽劇場休館のため中止

８月 ２９日 土 ★総会中止、会報原稿募集案内を全会員に発送（4名で対応）

１０月 ★第15回歴史ウォーキング（福知山） ⇒感染と遠隔地の観点から中止

１１月 ２８日 土 ★令和2年度「総会・講演会・懇親会」を中止

〃 〃 ★第10回里山ハイキング（希望25名、橿原市）） ⇒直前中止

１２月 ３０日 水 メールマガジン”さんみゃくうかびて”第50号を配信

〃 〃 令和２年度「会報」の編集開始

１月 ★事務局会議&有志新年会を中止

７日 木 ★第二次「緊急事態宣言発令」　⇒京阪神は2月末日で解除

１７日 日 ★第４回宝塚歌劇鑑賞会（希望23名、於：宝塚大劇場）　⇒直前中止

２５日 月 双松会（松江）のホームページ（HP）開設準備作業に協力開始

★令和２度新年役員懇親会　⇒延期

２月 ２８日 日 2019年度会計監査実施

３月 １日 月 北高卒業生に双松会入会式で「メールアドレス登録」を要請

★第13回落語鑑賞会（於：天満天神繁昌亭）　⇒延期

２３日 火 北高「世界の人たれ講演会」で、当会安達宏昭幹事（43）が講演

　＜テーマ＞：「ベンチャースピリットが世界を変える」

３１日 水 令和2年度「会報」の発行

〃 〃 令和2年会計年度終了

　  ※ＨＰアクセス件数；2021.3.26現在　５０,３０５件（前年＋３,５０１件）　

 ＜議事１＞　2019.11.24総会以降～



◆２０２１（令和３）年度
４月 １日 木 令和３年度事業・会計開始

１０日 土 ★令和2年度「会報」と令和3年度「事業（中止方向）方針」発送

５月 １日 土 役員新体制発足（新しく幹事６名の就任）

２８日 金 第５代会長和田亮介様（1）ご葬儀（松江）に弔電と供花をお届け

６月 １６日 水 ★「今後の運営と７月文楽鑑賞会の中止」について、HPに掲載・周知

７月 （松江）双松会HPの運用開始

（松江）令和3年度版 同窓名簿「双松」（5年に一度）発刊

下旬～ 今後の役員体制についての意見交換開始（10月下旬まで数次）

９月 ２９日 木 ★総会・懇親会中止、その他お知らせを全会員に発送

１０月 下旬 今後の役員体制についての意見交換終了

１１月 １３日 土 ★（松江）創立145周年記念双松会総会を縮小して開催（祝電送信）

２０日 土 臨時「顧問・会長・副会長会議」を開催し、以下二点を協議

➀「次期役員体制」、➁「緊急事態下での運営を可能にする会則の改訂」

１２月 ４日 土 上記二点に関し、全役員にメール、郵送で稟議願いを発送

１９日 日 同上に関し、役員全員の賛成を得て議決

２５日 土 同上に関し、１月１日付けでの発足、運用開始をHPとSNSで会員に告知

１月 １日 土 「新役員体制」発足、ならびに「新会則」の運用開始。

令和３年度「会報」の編集開始

１６日 日 第４回宝塚歌劇鑑賞会（34名参加、於：宝塚大劇場）

２３日 日 新旧「顧問・副会長」の顔合わせ会議開催

２８日 金 メールマガジン”さんみゃくうかびて”第100号を配信

２月 ２８日 月 北高卒業生に双松会入会式で「メールアドレス登録」を要請

★令和３年度「役員会」開催　⇒延期

３月 １３日 日 令和２年度会計監査実施

★第13回落語鑑賞会（於：天満天神繁昌亭）　⇒中止

３１日 木 令和３年度「会報」の発行

〃 〃 令和３年度会計年度終了

　  ※ＨＰアクセス件数；2022.2.11現在　５４,３３３件（前年＋４,０２８件）　

◆２０２２（令和４）年度
４月 １日 木 令和４年度事業・会計開始

１７日 日 令和2年度「会報」と令和3年度事業の運営方針発送

６月 １８日 土 令和４年度「役員会」開催（参加29名）⇒総会開催をめざすことを確認

７月 １７日 日 「文楽鑑賞会」を3年ぶりに開催（参加29名）

８月 ７日 日 総会開催に向けて事務局会議を開催（顧問・会長・副会長参加）

１０月 ２日 日 総会開催案内発送（９名で対応）

１６日 日 「新ハイキング」を３年ぶりに開催（参加16名）　於：神戸須磨

（旧歴史ウォーキングと里山ハイキングを統合）

１１月 ２０日 日 総会開催直前事務局打ち合わせ会議開催

２６日 土 令和４年度「総会・講演会・懇親会」（３年ぶりに開催）

（於：中央電気倶楽部、参加者はご来賓含め73名）

（講演：土岐 祐一郎 氏（高30（理９）期、大阪大学消化器外科学教授）

　　　演題は「外科医として消化器癌と戦う」

１２月 １８日 日 メールマガジン”さんみゃくうかびて”第150号を配信

１月 １５日 日 （予定）第５回宝塚歌劇鑑賞会（40名参加予定、於：宝塚大劇場）

２月 １２日 日 （予定）新年「事務局会議」

３月 土 （予定）第13回落語鑑賞会（於：天満天神繁昌亭）

◆２０２３（令和５）年度
４月 ８日 土 （予定）令和５年度「役員会」開催

　 ※ＨＰアクセス件数；2022.12.22現在　５７,８９７件  　　  

※メールマガジン”さんみゃくうかびて：2022.12.18現在　150号を配信



　　近畿双松会は有志の皆様の支援により運営しています。ここにお名前を記して御礼に
　　代えさせていただきます。                                   （令和４年１２月２２日現在）

中６８期 田中 一男 伊藤 育子 内藤 清志 前羽 香江

　荒銀 昌治　 野津  丞   田中由美子　 内藤 善夫 矢野美紀子

高１期 畑田  稔   中安 節子　 村田　貢 高27・理6期

飯塚 満男 村尾 俊治 高１７期   大浦 綾子　 野口 博也

伊藤 雅義 湯川 好満 岡  久夫 木山 洋子 三浦　清

茢田運三郎 今井 洋子 後藤 研三 鶴羽 孝子 木田 京子

喜多川治美 田村 廸子 永井 貞泰 西村 紀子   新宮富美子　

高２期 中尾 長子 野津  博 松下 和子 松田 稚子

堀江眞三人 中川 陽子 大石 絹江 高23・理2期 高29・理8期

神田田鶴子 高１２期 木島 光子 朝比奈博則 山本 修司

高３期 萩野 貫悟 西野やよい 近藤 文雄 原田理津子

小川 伸江 森　倫也 山口 悦子 柴山 佳久 高30・理9期

高５期 山本 輝夫 高１８期 松本  潤 土岐祐一郎

板垣 衛武 安部 悦子    太田 善博 和田 邦孝 田邊より子

山根  徹 高１３期   小田 一美　 今西 桂子 高31・理10期

高６期    安部 正毅 北村 白雄 小松久美子 小林　満

荻野 克彦 今井 勝治 桑原  勇 橘  千里 宍道 弘志

田村 稔久 深澤千栄子 齋藤 正治 内藤みよ子 冨永　浩

森岡 敏眞 藤田トク子 稲生 喜子 西村 充子 中倉 行彦

荒木タミ子 水野 明代 白神知都子 松本 幸子 若林 武徳

高７期 高１４期 高１９期 山口 紀子 高32・理11期

青戸 俊夫 片山 伸雄 岩田 一志 吉岡 恵子 浅沼 吉正

寺本 好弘 加藤 巡一 新見 泰朗 葭田久美子 木村 滋樹

廣政 俶彦 川上 克彦 槇原  隆 高24・理3期 高33・理12期

山本 雅昭 木村 修芳   万波 迪義　 伊藤 澄夫 　柳井 利明

高８期 小泉 勝是 元栄　徹 岩間 令道 高35・理14期

黒田 牧夫 木幡 晃正 池田喜美代 金山 弥平 熊谷　稔

高９期 富永 寿郎 江守久美子 徳田 完二 高36・理15期

坂本 隆男 古川 幸孝   大久保章子　 吉岡 秀文 今宮 一正

澄川 光成 宮原 琢郎 高２０期 小川ひとみ 高野 直樹

田中 英明 三島 幸子 井上 保教 瀬戸口二三子 森口 次郎

伴  稔也 高１５期 小数賀健二 西田 悦子 高37・理16期

逸見 充宏 金坂 喜好 金見 幸夫  水野 順子 栗山 謙一

山岡 裕明 佐藤 修介 渡辺　悟 高25・理4期 高38・理17期

安部 裕子 真庭　功 佐野 和子 岡　陽一 長谷川浩之

木村八重子 寄神 道子 平田 まり 飯石 浩康 山根 武広

佐々木悦子 高１６期 三好 資子 富村  誠 高43・理22期

佐藤早智子 井上 伸久 物種 慶子 畠山 秀人 安達 宏昭

高１０期 梅木 隆志 山嵜麻里子 高26・理5期 今西 亜子

面白  紘 神田 俊之 高２１期 伊藤 博之 柳田 尚美

佐藤 菁治 佐々木康雄 野津 一雄 岩谷 智志 高44・理23期

佐和田 丸 土田 和男 花田 幸久    川谷 徳彦 皆瀬 千恵

清水 義男 坪倉 司郎 竹添 則子 周藤 達夫

清水小枝子 長谷川賢治 高22・理1期 福間 則博 １９２名

　　 高１１期 松本 耕司 石川  章 松村　聡 （昨年150名）

押田 良樹 三成 宏二 内村　昭    安井 伸彦   （ご不審の点は事務局

志賀  潔 森藤 哲章 金森 佳憲 井山 裕子    までご確認ください）

     2022（令和4）年度「運営費支援、寄付」
ご協力者　ご芳名　（敬称略）


