
                              令和 4年 11月 19日 

 

高崎経済大学同窓会静岡支部（静岡三扇会）活動報告書 

 

                     静岡三扇会 会長 大石成志 

 

                                                                        

平成 30年 11月 17 日   第７回静岡三扇会総会         於：クーポール会館 

                        ・来賓  高崎経済大学理事長     髙木 賢 様 

                 高崎経済大学同窓会副会長  石塚 正春様(1971年卒) 

                       高崎経済大学東海三扇会会長 浅野 明身様(1968年卒) 

高崎経済大学同窓会事務局  山崎 陽子様 

            ・議題  ①活動報告  【承認】 

②会計報告  【承認】 

                 ③役員選出  【承認】 

            ・講演会 「蚕糸業の盛衰と富岡製糸場」  

講師 髙木 賢 様（高崎経済大学理事長） 

             ・懇親会 

平成 30年 11月 24 日   OG･OB による就職相談会 in高崎   於：高崎経済大学 

～第７回就業力育成ネットワーク～ 

               高木 敏正（静岡三扇会幹事 1974 年卒）    

               浅井 弘貴（静岡市役所 2018年卒）    ２名出席 

 

平成 31年  3月 9 日   同窓会役員会           於：あざれあ 

             ・議題  就職支援相談会開催日時・諸準備等 

第７回総会振り返り 

令和元年  6月 15日   同窓会支部長会、同窓会総会    於：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｭｰ高崎 

               大石 成志（静岡三扇会会長） 出席 

  7月 6 日   同窓会役員会           於：あざれあ 

            ・議題  就職支援相談会開催諸準備 

                 同窓会の活性化 

     8月 17日      静岡県就職支援相談会   第一部    於：あざれあ 

            ・在学生     6名    第二部    於：賤機はん兵衛 

                       ・支援相談員  4名 

・支部役員    15名 

10 月 6日     後援会東海支部総会           於：名古屋キャスルホテル 

               斎藤 傳（静岡三扇会副会長）  出席 

   11月 23日    ０Ｂ･０Ｇによる就職相談会 in高崎 

～第８回就業力育成ネットワーク～  於：高崎経済大学 

                         出席者：植松 敏昭（静岡三扇会幹事） 

小杉香南子(浜松市役所）   ２名出席 

令和２年  1月 13日     遠州人会定例会 



      1月 25日     同窓会役員会            於：静岡駅前会議室 LINK 

            ・各種行事出席報告 

            ・就職支援相談会開催諸準備 

            ・第８回総会開催日等 

      4 月 8日     同窓会役員会 中止 

      4月 29日     春の叙勲で石川三義氏（沼津市 1972年卒業）が瑞宝双光章を受章 

      6月 18日     総会中止案内発送(300 通) 

     11 月 7日      ０Ｂ･０Ｇによる就職相談会 in高崎（web 開催） 

                      出席者：植松 敏昭（静岡三扇会幹事） 

小杉香南子(浜松市役所）  ２名出席  

             着席者：１３名 

     12月 24日 大澤初代会長永眠 大石会長、若杉顧問、鈴木事務局長が弔問 

令和３年 5月 17日 zoom テスト 役員６名が参加 

     6月 23日 意見交換・情報交換の活性化を目的に役員 13名でライングループを結成 

     6月 27日 同窓会役員会(web 開催  参加者 会長他 4名) 

          就職相談会の取扱いについて  

          ・9/11(土)に公務員志望の学生(定員 5名)を募集し試験的に実施する。 

          ・11/13（土）就職相談会 in高崎(web開催)は植松幹事が担当する 

     7月 16 日 「ＯＢ･ＯＧ訪問サポーター制度」案内ＤＭ286 通発送 

     7月 27 日 同窓会役員会  （web 開催 参加者 会長他 4 名） 

8月 21日 9:00～11:00就職相談会のテストを兼ねたオンラインミーティング開催。 

     (役 員)会長 髙木 植松 渡瀬 小松 鈴木 

          (相談員)小杉(浜松市役所) 鈴木伊(県庁) 浅井(静岡市役所) 

  8月 28日 9:00～11:00就職相談会のテストを兼ねたオンラインミーティング開催。 

     (役 員)会長 髙木 植松 渡瀬 小松 鈴木 

               (相談員)小杉(浜松市役所) 鈴木伊(県庁) 染葉(掛川市役所) 

     9月 11日 13:30～16:00静岡県就職相談会(web 開催)。 

     (参加者) 1 名(公務員志望 1年生) 

               (相談員)小杉(浜松市役所) 鈴木伊(県庁) 染葉(掛川市役所) 

                            浅井(静岡市役所) 

     (役 員)会長 髙木 植松 渡瀬 小松 杉本 鈴木 

 

       11月 13日 ０Ｂ･０Ｇによる就職相談会 in高崎(web開催) 

                      出席者：植松 敏昭（静岡三扇会幹事） 

小杉香南子(浜松市役所）  ２名出席 

着席者：9名 

令和４年 1月 29日 同窓会役員会(web 開催  参加者 会長他 4名) 

          就職相談会の取扱いについて  

          ・11/12（土）就職相談会 in高崎(web開催)は植松幹事が担当する 

          ・今年も浜松市役所の小杉さんに相談員を依頼する。 

 

     3月 19日 同窓会役員会(web 開催  参加者 会長他 6名) 



          就職相談会の取扱いについて(8/20対面での開催を計画する。) 

          ・０Ｂ･０Ｇによる就職相談会 in 高崎(web開催)は植松幹事が担当 

・浜松市役所の小杉さんに相談員を依頼する。 

総会は 11 月 19 日（土）に開催する方向で準備を進める。 

 

     4月 9日 就職相談会相談員との意見交換会(web開催 参加者 役員 4名 相談員 4

名) 就職相談会のコンセプト、ターゲット、業種の取扱い等について意

見交換を実施した。 

 

     4月 16日 同窓会役員会(web 開催  参加者会長他 7 名) 

                    4/9意見交換会結果報告(植松幹事) 

          就職相談会は当初方針通り 8/20 対面で開催する。(情報交換会は中止) 

          総会も当初方針通り 11/19(土)開催で準備を進める。 

 

      6月 25日 18:00高崎経済大学同窓会総会(ホテルメトロポリタン高崎 丹頂Ⅰ･Ⅱ) 

                 出席者：大石会長  

 

     7月 16日 同窓会役員会(参加者 会長他 5 名)      於：あざれあ 

                    大石会長 6/25大学同窓会出席報告 

 8/20 開催予定就職相談会最終打合せ(植松幹事) 

          11/19 開催予定総会の諸準備は会長、事務局長に一任する。 

          大石会長もう一期続投する一方で役員の若返りの推進で合意。 

       8月 20日 就職支援相談会(静岡市産学交流センター 小会議室 1･2) 

                 参加者:学生９名(３年生５名、２年生４名)、相談員８名 役員４名 

     ９月８日 同窓会役員会(web 開催  参加者 会長他 7名) 

          新役員の選出等について 
 総会、懇親会の開催要領の確認 
 総会等での役割分担について   その他 

        11月 12日 ０Ｂ･０Ｇによる就職相談会 in高崎(web開催) 

                      出席者：植松 敏昭（静岡三扇会幹事） 

小杉香南子(浜松市役所）  ２名出席 

    11月 19日 第 8回静岡三扇会総会         於ホテルシティオ静岡 


