
    

                       	 	 	 	 	 	 	 	 	  

総会次第	 

１、 開	 	 会      事務局（古澤） 
 
２、	 議長選出	 

 
３、 挨	 	 拶	 	 	 （藤川ＯＢ会長）	  
	  
４、 議	 	 題 
	 （１）平成２６年度活動報告	 	 	 	 	 	 	 （会長） 

	 （２）平成２６年度収支決算・監査について（小宮会計員、木島監査員） 

	 （３）規約の一部改正について	 	 	 	 	 	 （会長） 

	 （４）平成２７年度計画について	 	 	 	 	 （会長） 

	 （５）長工野球部の現状報告	 	 	 	 	 	 	 （岡本） 

	 （６）その他（質疑・応答） 
 
５、	 議長解任	 

 
６、	 閉会	 	 	 	 	 事務局（八重石） 
 
 
 

懇親会次第	 

開	 会：司会：岡本(S47)	 

1. 挨	 拶：藤川会長(S48)	 

2. 乾	 杯：時田顧問(S37)	 

3. 懇親会：挨拶（随時、我と思わん方,時間の許す限りぜひ一言お願いします）	 

4. 校歌斉唱：全員	 

5. 閉会：田中隆通東京支部長(S46)	 

	 



長崎工業高等学校野球部 OB 会活動報告	 

平成２６年	 ４月 通常総会（ホテルニュータンダ）参加者６２名 
平成２６年	 ５月 硬式ボール２０ダース寄贈 
平成２６年	 ６月 硬式バット寄贈 
平成２６年１０月 バーベル寄贈(70kg×２,50kg×２) 
平成２６年	 ５月 米	 30kg 
平成２６年	 ６月 ホームページ web年間使用料 
平成２６年	 ６月	 総会お礼及び案内ハガキ（６月、１０月） 
平成２６年	 ８月 沖学園遠征時の手土産 
平成２６年	 ８月 ３年生送別引退試合の開催（県営球場使用料及び盾） 
平成２６年１１月 市内高校野球 OB野球大会参加（ホームページに参加者写真） 
平成２６年１１月 長工野球部見学会（長工グランド参加者—藤川会長、中西顧問、時田	 
	 	 顧問、川崎、今村、山内、古澤、林田、成清、岡本、木島、北村、山口、

	 	 鶴留、田口、川上、小林マネージャー）	 

平成２７年	 ２月 硬式ボール寄贈 
平成２７年	 ２月 保護者会主催の３年生送別会に出席（藤川、今村、岡本、山内） 
その他	      役員会開催年５回 
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