
平成 30 年度 國學院大學合氣道部 OB 総会 
 

日時 ： 平成 30 年 5 月５日(土) 

場所 ： 國學院大學院友会館 小会議室 

 

出席者（敬称略）： 

中川(12 期)、渡邉(43 期)、吉田(23 期)、中坪(47 期)、広瀬(42 期)、渡辺(23 期)、桑尾(49 期)、和田(52

期)、田中(5 期)、金子(10 期)、黒川(10 期)、島村(12 期)、間宮(12 期)、柿沼(53 期)、小山(54 期)、古高(56

期)、夛田(56 期)、田村(59 期) 

 

【議題】 

1．会計報告（平成 29 年度会計報告書及び平成 30 年度予算書を参照） 

(1)平成 29 年度決算報告 

(2)平成 30 年度予算案説明 

⇒今年度の予算に関しては、予算書の通り、承認されました。 

 

2．OB 会役員任期満了に伴う改選 （役員名簿参照） 

(1)OB 会役員任期満了に伴う改選実施 

⇒別紙役員名簿を幹事会提案として提示し、承認されました。 

 

 

３．年間活動報告及び活動計画 

(1)平成 29 年度活動報告 

  平成 29 年度活動報告資料参照 

 

(2)平成 30 年度活動計画 ※提案受け付けます 

①OB 総会･･･平成 30 年 5 月 5 日(土) 

②國學院大學合氣道部創部 60 周年記念式典・・・平成 30 年 10 月 13 日 

  奉納演武：國學院大學渋谷キャンパス 神殿 

  正式参拝・祝賀会：明治神宮 

③若木祭演武会・・・平成 30 年 11 月初旬予定（場所・日程の詳細未定） 

④新年会・・・平成 31 年 2 月下旬予定（場所・日程の詳細未定） 

 

③・④に関しては、詳細決まり次第、ご案内いたします。 

 

４．創部 60 周年記念行事について 

別紙『國學院大學合氣道部 創部 60 周年記念式典』資料参照 

 

5．その他 

   

（1）『神道と武道』開講について 

 神道文化学部対象の『神道と武道』という授業が開講になり、副会長が授業を担当することとなった。 

 現役部員に関しては、需要のティーチングアシスタントとして協力をしてもらっている。 

 授業開講に関しては、道主・金澤師範の承諾を受けている。 

 

 

 



（2）監督補助金について 

広瀬監督時代には監督補助金というものを設けていなかったが、着任をして 1 年経過して、現役との交流で監督補助 

費ということではなく、現役がらみで監督が支払った金額に関しては、領収書をもって支払いをしてもらいたい 

→現役との円滑な関係性づくりのために費用を使うこととなりました。 

 

以上 



役員名簿（敬称略） 

 

会 長：中川健一（12期） 

副 会 長：渡邉 卓（43期） 

監 査 役：吉田 淳（23期） 

幹 事 長：中坪佑介（47期） 

副幹事長：広瀬健一（42期） 

幹 事：渡辺竹彦（23期） 

武藤麻由美（44期） 

山口祐樹（44期） 

桑尾大樹（49期） 

佐藤孝太（51期） 

和田剛史（52期） 

大田駿介（53期） 

大田彩奈（54期） 

清水茉依（55期） 



國學院大學合氣道部 OB 会 H29 年度年間行事報告 

 

 

日付 行事名 開催場所 

H29.5.13 國學院大學合氣道部 OB 総会 國學院大學院友会館 小会議室 

  國學院大學合氣道部新入生歓迎会 國學院大學院友会館 ふじ・さつきの間 

H29.7.8 H29 年度 第 2 回 OB 会幹事会 五反田雉子神社 

H29.8.26 OB 総会資料・会費納入依頼 発送業務 國學院大學若木会館 体連会議室 

H29.10.28 H29 年度 第 3 回 OB 会幹事会 國學院大學 学術メディアセンター 

H29.11.4 國學院大學合氣道部 若木祭演武会 國學院大學渋谷キャンパス 3 号館前 

H29.12.2 國學院大學合氣道部 幹部交代式 國學院大學院友会館 ふじ・さつきの間 

H30.1.27 H29 年度 第 4 回 OB 会幹事会 國學院大學 学術メディアセンター 

H30.2.3 國學院大學合氣道部 卒業生送別会 國學院大學院友会館 大会議室 

H30.2.24 國學院大學合氣道部 OB 会 新年会 國學院大學院友会館 大会議室 

 

※H29 年度 第 1 回 OB 会幹事会に関しては、H28 年度中に開催いたしました。 



國學院大學合氣道部
創部６０周年記念式典

平成３０年（2018年）10月13日(土)



國學院大學 合氣道部 創部60周年
記念年式典の主旨

• 主旨

• 目的

• 効果

• 伝承されてきた合氣道を、現役部

員の鍛錬された稽古を、國學院大

學神前に奉納させて頂く。

合氣道部が60年間にわたり、

創始者より合気道本部道場から指

導を受け、継承活動が出来た事

及び大学関係各位への感謝を示す。

約四百名におよぶ合氣道OB会の

結束の強化と、本部道場及び大学

関係各位との連携を図る。



第一部 創部60周年記念奉告祭

1:00～2:00 於 國學院大學 神前

一、修祓 一、斎主 玉串拝礼
一、斎主一拝 一、合氣道部指導者拝礼
一、献饌 一、合氣道部学生 拝礼
一、斎主祝詞奏上 一、撤饌
一、奉納演武 一、斎主一拝

・師範演武 一、斎主挨拶
・現役演武 一、退下
・総合演武 （記念撮影）



第二部 創部60周年記念参拝・祝賀会

15:30～19:00 於 明治神宮

一、正式参拝 「御社殿」 15:30~15:45

一、祈 願 「神楽殿」 15:55~16:15

一、祝 賀 会 「参集殿」 16:30~18:45



第二部 創部60周年記念祝賀会

16:45～18:45 於 明治神宮

一、開会の辞

一、OB会 会長挨拶 一、祝電披露

一、来賓挨拶（道主） 一、監督挨拶

一、来賓挨拶（学長） 一、現役への記念品贈呈

一、来賓挨拶（師範） 一、現役謝辞

一、乾杯 一、校歌斉唱

一、来賓祝辞（数名） 一、中締め（部長）

（記念撮影）



明治神宮 配置案内図

・正式参拝 「御社殿」

・祈 願 「神楽殿」

・祝 賀 会 「参集殿」

（留意事項）

・送迎車両：P1 駐車場

＊許認可必要

・大學からの移動ﾊﾞｽ：

P3 駐車場予定


