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                                    2019年5月吉日 

『いちょう会』だより(第 12号) 

              国事や大規模な国際イベント開催に思う！    会長 江原 和人 

青葉の清涼と生命の息吹が感じられる5月、いちょう会会員の皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと思います。 

新元号が、4 月1 日に公表され、皇太子殿下が新天皇に即位する 5月 1 日午前0 時に平成から新元号「令和」に移

行しました。「令和」は万葉集から選ばれ、伝統を重んじ新しいものにチャレンジする日本のこれからの姿に相応しいと

感じます。元号の変更は、天皇の死去や退位によって行われ、古くは「大化」が始まりで、公に元号を健定し、世に公

布されたのは第36代孝徳天皇時代からと言われています。「即位礼正殿の儀」が行われ、10月22日には「祝賀御礼

の儀」が執り行われます。国内外に発信する国事行為として、16 億円以上の経費が費やされるとのことです。宗教色

の強い大嘗祭などは、皇室の行事として行われるべきとの考えを文仁親王殿下が昨年誕生日の記者会見で述べられ、論

議を醸し出しています。近年、ゲリラ豪雨や地震災害が起き、いまだ復旧の目途が立っていない地域や住民が多いとの

ことを考えると、適正な財政出動が望まれます。 

一方、国際イベントでは、ラグビーワールドカップ 2019 が 9 月から 11 月にかけて、日本各地 12 会場で行われ

ます。2020年には、オリンピック・パラリンピック競技大会が東京で開催されます。この開催で最も大きな力を発揮

するのがボランティアです。因みに日本ラグビー協会の職員は 250 名。一方、必要とするボランティアは 1 万人以上

とのこと。ボランティアなくして大会運営を賄うことはできません。昨今の災害復旧ボランティア活動や景気回復基調

などから、募集定員に対し、ラグビーは3.7倍、オリンピック・パラリンピック競技大会でも、大会ボランティアは3

倍近く、募集定員を上回る応募があったそうです。 

今後、我々の世代に於いて、このような国事や国際スポーツイベントの開催に、巡り合うことはないかもしれません。

国事はともかく、この機会にスポーツボランティアをやってみたり、競技を観戦してみたり、イベントを通して楽しま

れてはいかがでしょうか。既に、競技チケットの入手やボランティアへの応募をしている方がいるかもしれませんね。 

さて、今年度もいちょう会は、夜桜を見る会、退職者歓迎会、秋の旅行会、ゴルフ、囲碁や新年会などの事業を進め

てまいります。皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。 

平成31年（2019年）第16回総会と経過報告 

平成 31 年１月 31日（木）午後４時００分から 東京都臨床検査技師会事務所において、出席会員は21名で開催

されました。最初に江原会長の所信表明あいさつ、引き続き事務局より平成 30 年事業報告、瀬川会計担当幹事から会

計報告、その後、横山監事によって会計監査報告が行われました。また、行事・同好会報告（詳細は30年行事同好会

報告参照）2018年はいちょう会特別企画として国会議事堂見学を行った（詳細は野本副会長による特集記事を参照） 

平成2019年事業計画は、会議は3月に3役会議と幹事会議12月に幹事会を予定。予算は繰越金42,519円と会費

収入により計画する。また新年度（2019年）行事については恒例の新年会を総会終了後に21名の参加で開催された、

夜桜を見る会を3月29日（金）16名で開かれた、退職者新入会歓迎パーティー5 月（詳細、下記案内参照）、 

ゴルフ同好会は2回計画し関係者各位には幹事より送付する、また、旅行を秋に計画し決まり次第、関係各位には事務

局より案内送付する（カラオケについては旅行会時に含めて計画する）   

会員数は74名 内、新入会員5名（出井 禎 様・小川真史 様・庄野一正 様・福田 力 様・横山春海 様） 

その他、本年7月に予定されている参議院議員選挙に当会の小川しんじさんが参議院全国区比例代表で出馬予定です 

いちょう会として全面的に支援・応援しますので会員の皆様どうかよろしくお願いいたします。 
 

平成2018年 行事・同好会報告  .新年会報告 

2018年（平成30年）1月31日（水） 午後5時から市ヶ谷駅前の「さくら水産」で、19名が参加後藤前会長の 

乾杯で開宴となり、久方ぶりの再会に飲食も進み和気あいあいの内にあっと言う間に時間が過ぎお開きの時間となり全

員で集合写真を撮り三々五々帰路につきました。 

参加者名（敬称略）：今西昭雄・宇津木弘道・江原和人・神永教子・高加國夫・後藤 清・司茂幸英・下杉彰男・滝澤 

旭・竹重三八男・田宮高行・長島義男・野本剛史・古谷信滋・本多 正・松永義朗・箕輪正和・山屋駿一・横山啓介） 

 

2018年 夜桜を見る会報告 
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2018 年３月 29 日（木）17 時～会場の市ヶ谷駅前の「さくら水産」にて下記19 名の参加で、江原会長の乾杯の音

頭で開宴となり各テーブルごとに好みの食べ物・飲み物を注文し 2時間余りの時間も瞬く間に過ぎ（記念撮影）をとり

お開きとなりました。店外の外堀沿いの桜は満開となっていました。 参加者名（敬称略）：今西昭雄・江原和人・ 

佐々木文雄・佐伯かよこ・司茂幸英・瀬川真知子・滝澤 旭・竹重三八男・田中一吉・田宮高行・長島義男・野本剛史・

秦 政行・古谷信滋・松本佶也・松永義朗・山屋駿一・横山啓介・吉田 陛  以上19名 

 

2018年 退職者新入会歓迎パーティー 

恒例行事の新入歓迎会が2018年5月30日（水）18時から新宿南口の新宿ワシントンホテルにおいて、新入会員1

名（横山春海さん）を迎え17名の参加で、江原会長の開会挨拶と乾杯で開宴となり、新入会の横山さん（前 結核予

防会総合検診センター）にご挨拶をいただき和やかな雰囲気の中歓談頂き、最後に全員で集合写真（後日都臨技のHP

に掲載予定、参照下さい）を撮ってお開きとなりました。 

2018年の新入会は以下の5名の方々です。 出井 禎様（結核予防会複十字病院）・小川真史様（㈱SRL）・ 

庄野一正様（興和会 右田病院）・福田 力様（㈱シノテスト）・横山春海様（㈶ 結核予防会総合検診センター） 

なお、2018年の歓迎パーティーの参加者は下記の方々です  参加者名（敬称略）：横山春海・安部信行・今西昭雄・

江原和人・後藤 清・佐々木文雄・佐伯かよ子・司茂幸英・渋谷千春・瀬川真知子・野本剛史・秦 政行・古谷信滋・

松永義朗・山屋駿一・横山啓介・吉田 陛 以上17名。 

 

2018年（第20回）ゴルフ同好会コンペ報告 

日時 2018年6月7日（木）場所 富貴ゴルフ倶楽部（埼玉県比企郡吉見町）INコース9時37分スタート 

優勝 横内 弘（グロス85・ハンディ11・NET72）準優勝 長島義男（グロス108・ハンディ27・NET81）  

3位 田村 厳（グロス93・ハンディ10・NET83）以下4位～ 竹重三八男・片山勝利・大澤 進・金子 大・

箕輪正和・岩田 進・松永義朗・尾崎好明・野本剛史・BB 相澤八郎・BM 巌田征彦 14名 

今回のコンペ参加は14名で4組でのスタートとなりました、当日の天候が危ぶまれていましたが、参加者全員の日

頃の行いがいいもので、天候に恵まれ梅雨時に珍しくとても穏やかな1日となりました、9時37分第1組目が INコ

ーススタートし午前の部を終了し昼食休憩後、午後のプレイを完了、その後、入浴を済ませスッキリした後はいちょう

会恒例のケーキとコーヒ・紅茶での表彰式となり、岩田先生のご挨拶のあと、幹事の竹重さん、巌田さまより成績発表

がされ、各賞の賞金賞品の授与がありその後今大会の優勝者、横内さまより優勝スピーチを頂き和やかな中次回の再会

を誓って、銘々帰路につきました。毎回お世話を頂く幹事の竹重様・巌田様には心より感謝申し上げます 

平成2018年（第21回）ゴルフ同好会コンペ報告 

日時 2018年11月5日（月） 場所 総武カントリークラブ印旛ｺｰｽOUT9時37分スタート（千葉県印西市） 

21回結果（敬称略）優勝 秦 政行（グロス100・ハンディ24・NET76）準優勝 小川真史（グロス101・ 

ハンディ20・NET81）3位 松永義朗（グロス117・ハンディ36・NET81）以下4位～巌田征彦・後藤 清・

横内 弘・福田 力・竹重三八男・高加国夫・石塚一宏・長島義男・BB：田宮喬行・BM：野本剛史 13名参加 

今回のコースは久しぶりの総武カントリー印旛コースで開催されました。今回、初参加の小川さまを前会長の後藤さ

んより紹介があり、続いて小川真史さんから初参加のご挨拶を頂き、その後、竹重・巌田両幹事より大会ルール説明が

あり大会のスタートが切られました、4組が順次スタートとなり、皆さんそれぞれ優勝を目指してスタートです、お蔭

さまで1日天候に恵まれ全員揃って無事に終了となり、その後1日の疲れを入浴してすっきりした後、いちょう会恒

例のケーキパーティーでの表彰式となり、後藤さんの挨拶、その後、竹重・巌田両幹事による成績発表となり賞金と豪

華賞品の授与となりました。21回優勝は秦 政行さま準優勝は初参加の小川さまとなり、その後優勝者の秦さまと、

準優勝者の小川さまによるスピーチを頂いたあと、次回ハンディキャップを決めて、和気あいあいとした和やかなうち

に時間となり次回再会を願って三々五々家路ついた。 

 

2018年いちょう会秋の旅行伊東園ホテル松川館 

日 時 2018年11月13日（火）・14日（水）   場 所 伊東温泉（伊東園ホテル松川館） 
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いちょう会恒例行事の秋の旅行が上記日程・場所となりましたが、今回はホテルのバス便で参加人も数名いました。今

回は13名と若干少なめでした初めての参加もあり担当幹事として嬉しく感謝いたします。今回も現地集合、現地解散

と例年と変わらなかったのですが、夕方ホテルに集合ごそれぞれの部屋に分散し温泉に浸って日頃の疲れを癒し6時こ

ろから夕食バイキングで全員で食事後、その後は一部屋を団欒のひと時で準備した飲み物とおつまみで学識豊富な様々

な話題で夜遅くまで盛り上がったり、カラオケで盛り上がる人と楽しまれていました。就寝は結局深夜に……… 

参加者（敬称略）；本多 正・古谷信滋・下杉彰男・秦 政行・横山啓介・竹重三八男・福田 力・齋藤貞夫・江原和人・ 

野本剛史・山屋駿一・後藤 清・松永義朗  以上13名 

※参加者の集合写真がホームページ都臨技「いちょう会」に載せますのでご参照ください。 

 

2019年新年会開催報告 

2019年1月31日（木）17時より いちょう会総会終了後 市ヶ谷駅前の「さくら水産」にて開催、21名参加 

2019年夜桜を見る会開催報告 

2019年3月29日（金）17時から市ヶ谷駅前の「さくら水産」16名参加 

 

【2019年退職者新入会員歓迎パーティーのお知らせ】 

開催日時 2019年５月30日（木曜）18時～20時 

会 場  JR新宿南口徒歩8分「ワシントンホテル」新館3F高尾2の間  TEL 03-3343-3111  

会 費  6,000円  ただし、新入会者は招待とし無料 

2018年会計報告  平成30年１月１日～平成30年１２月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

平成30年会計監査報告 

平成31年１月31日に会計帳簿および領収書等監査した結果適正に処理されていましたのでご報告いたします。               

平成31年1月31日 会計監査 横山 啓介 ㊞ 捺印省略 

 

訃 報 

いちょう会、会員の成田周一様は2018年12月21日（享年79歳）・岩田 進様が2019年4月12日 

（享年80歳）でご逝去されましたことをご報告申し上げます。故人のご冥福をお祈りいたします（合掌）。 

 

 

収入の部   

項  目 金  額 適  要 

前年繰越金 45,294 平成29年よりの繰越金 

30年会費 74,000 年会費1,000円×74名 

新入歓迎会参加費 96,000 参加費6,000×16名 

合  計 215,294  

支出の部   

項  目 金  額 適  要 

事業費 93,500 歓迎会費用（ワシントンホテル支払い） 

通信費 36,326 切手・ハガキ代、郵送料・通信費など 

会議費 28,700 三役会1回・幹事会2回の交通費など 

事務消耗品費 9,649 封筒・印刷用品など事務用品 

事務手数料 4,600 郵便口座手数料 

次年繰越金 42,519 現金4,581+郵便振替口座残高32,874円 

合  計 215,294  
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【都臨技便り】 

★2018年6月の都臨技総会に於いて、2018年・19年度執行体制が決まりましたので一部ご報告いたします。 

会長：原田典明 副会長：杉岡陽介・小山正晴・中村香代子 事務局長：米山正芳 （敬称略） 

 

「国会議事堂見聞録」                                  野本 剛史  

2018年（平成30 年）9月 5 日（水）「いちょう会」として前年より計画されていた国会議事堂の見学予定が実施

された。当計画は会員より事前に参加者を募り、当日の午前 11 時に参議院議員会館のロビーに集合し、まずは先の参

議院議員選挙で当選した宮島喜文議員（現日臨技会長）事務所に川原 緑秘書の案内で表敬訪問を行いしばし歓談した。 

その後、川原秘書の協力を得て担当衛視の案内により国会議事堂内の見学として参議院議場をはじめ、議会政治の基

礎構築に功績があった伊東博文・大隈重信・板垣退助ら三名の毅然とした銅像がある中央広間、天皇陛下の御休所や中

央階段など幻想的にも見える各名所を見学した。参議院議場の特徴として正面議長席後方に天皇陛下の御席があること

は旧貴族院の流れに基づくものとされ、更には正面左右の上段には皇室よりの来賓席及び我が国の歴史的要人（過去に

は川端康成氏等）の来賓席が設けられていること等、係員の解説によって見聞が広められた。現国会議事堂は 1936年

に建造されたものとされますが内部見学による第一の印象は正に雄大さでありました。 

中でも今回の貴重な経験の一つとしては宮島議員と川原秘書のご配慮で、伊達忠一参議院議長（臨床検査技師）との

面談が可能となり歴史ある参議院議長応接室にて歓談が行われたことであった。我が国の「三権の長」と云われる議長

の応接室は歴史と尊厳を重んじた極めて重厚な雰囲気で静寂さが感じられ、一同感慨深い思いを体験した。 

その後、見学の最後には議会史料室にて様々な歴史的資料を見聞しつつ、各自議長席（模擬）に座り記念写真を撮影

後議員食堂に移り宮島議員と共に一般によく話題とされるカレーライスを頂き再度議員事務所にて歓談した。今回の国

会議事堂見学の機会は先の参議院選挙に宮島喜文 日臨技会長が立候補の際、いちょう会の後藤 清 前会長が日臨技政治

連盟東京支部長であったことより、当時の宮島候補支援として協力要請に当いちょう会が強力な支援体制を整え、宮島

候補（日臨技）事務所において後援会名簿の作成、ハガキ・封書の準備、選挙ポスターへの証紙貼り、全国への電話支

援のお願い等々、４５日間で延べ１６６名が選挙活動に尽力した経緯に基づき、宮島議員よりのお誘いに応じたもので

もあります。 

今回、参加者の中には衆議院議場の見学経験がある方も存在し「今日で衆・参両院の議場見学を果たしたよ！」とご

機嫌な発言も聞こえ、宮島議員の今後更なるご活躍を祈念しつつ議員会館内にあるコンビニエンスストアに立ち寄り限

定販売とされる国会議事堂のお土産を調達の上、参加者一同各自貴重な思い出を抱え帰宅の途となった。 

なお当日は 30℃を超える暑さの中、国会議事堂をバックに参加者一同で宮島議員を囲み記念写真の際には、その猛

暑に困惑した。（なお参加者は写真左より長島、桂川、松永、竹重、福田、中川、後藤、古谷、江原、安部、宮島議員、

荒木、布川、秦、吉田（陛）、熊井戸、石塚、佐伯、市来、本多、吉田（聖）、野本、山屋の２２名） 

 

  

2018年9月5日 国会見学 2018年5月30日 新入歓迎パーティー 
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2018年5月 新入歓迎パーティー 

 

2018年6月 ゴルフコンペ 

 
2018年11月 ゴルフコンペ 
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2018年11月 秋の旅行 

 

2019年1月 新年会 

 

2019年3月 お花見会 

 


