
 2019年度活動報告 2020年6月6日

４月

4 木 ●第４２回春期ゴルフコンペ
7 日 ●武蔵野桜祭り
10 木 ●俳句稲穂会開催（ホームページ掲載）
14 日 ●早慶レガッタ観戦（吾妻橋）
21 日 ○常任幹事会

令和１年

5月

11 土 ○会長代行会

18 土 ○常任幹事会

○調布稲門会　総会

19 日 ○東大和稲門会　総会

25 土 ○杉並稲門会　総会

25 土 ○武蔵野三田会　総会

25 土 ○武蔵野駿台会　総会

31 金 ●第５回シネマ上映会「ローマの休日」

6月 5 水 ●川柳稲穂会開催（ホームページ掲載）
9 日 ○国分寺稲門会　総会

19 水 ●俳句稲穂会開催（ホームページ掲載）
22 土 ○三鷹稲門会　総会

28 金 ○会長代行会

30 日 ○総会

7月 6 土 ○商議員会

19 金 ○常任幹事会

８月 18 日 ○三多摩支部会長会

21 水 ●俳句稲穂会開催（ホームページ掲載）

9月 11 水 ●川柳稲穂会開催
21 土 ○小金井稲門会　６０周年記念式典

24 火 ●「０歳からの体幹遊び」出版記念会
28 土 ○幹事長・事務局長会議、代議員大会

10月 10 木 ●第５回シネマ上映会「真昼の決闘」
16 水 ●俳句稲穂会開催
20 日 ○稲門祭参加

26 土 ●第１回ウオーキング会開催
●箱根駅伝予選会応援

11月 2 土 ●野球早慶戦応援
9 土 ○杉並稲門会　創立２０周年

10 日 ○三多摩支部大会

15 金 ○会長代行会

17 日 ○府中交友会　総会

24 日 ○東村山稲門会　総会

29 金 ○東京２３区支部・三多摩支部合同会長会

30 土 ○武蔵野三田会・三鷹三田会合同忘年会

1２月 2 月 ●ラグビー早明戦応援
3 火 ●第４３回ゴルフコンペ
4 水 ●川柳稲穂会開催
6 金 ○会長代行会・印刷

8 日 ○常任幹事会・ポスティング

13 金 ●マナーキッズ　千川小学校
18 水 ●俳句「稲穂会」

令和２年

１月 2 木 ●箱根駅伝応援（権太坂）
3 金 ●箱根駅伝応援（日本橋）
23 木 ○会長代行会：新年会準備

25 土 ●新年会（レインボーサロン）

２月 22 日 ○三多摩支部幹事長事務局長会議

24 月 ○会長代行会

３月

○同好会定例活動実績

会長、会長代行、会長付

事業担当・事務局

事業担当・事務局

事務局長

もっと早稲田を応援する会

もっと早稲田を応援する会

俳句・川柳の会

事業担当・事務局

事務局

マナーキッズ

俳句・川柳の会

会長

会長

もっと早稲田を応援する会

ゴルフ部会

会長、会長代行

会長、会長代行

会長、会長代行、会長付

会長、会長代行

会長、会長代行

会長、渉外担当、有志

ウオーキング会（旧江戸散策の会）

もっと早稲田を応援する会

もっと早稲田を応援する会

マナーキッズ

事務局長、代議員

シネマ倶楽部

俳句・川柳の会

会長

俳句・川柳の会

俳句・川柳の会

会長、会長代行

事務局、事業担当

会長、相談役
事務局

俳句・川柳の会

会長代行（経理担当、広報担当）

俳句・川柳の会

事務局、広報担当

事務局

会長

会長代行（事業担当）

事務局

シネマ倶楽部

事務局

事務局

会長代行、渉外担当

監査役、事務局長

俳句・川柳の会：俳句稲穂会年6回、川柳稲穂会年4回開催、マージャン部会：年6回開催、若手の会：年6回開催

平成３１
年

月　日
曜

●行事　○会議

斜字：同好会など
他稲門会総会

など

囲碁（イナゴ）会：年24回（月2回）活動、カラオケ部会：年６回活動、三水会：年12回開催、テニス部会：年24回活動

主担当など

ゴルフ部会

事務局、有志

俳句・川柳の会

もっと早稲田を応援する会

事務局



2020年6月6日

令和2年度　武蔵野稲門会　会務の活動計画（案）
（2020年4月1日～2021年3月31日）

活動区分 本会の活動 校友会との連携 三多摩地区との交流
　・総会および幹事会の開催　　 　・会議出席
　・市民との交流 　　　商議員会 　・他稲門会総会

　　　代議員会 　・会長会
　・会員間親睦行事 　　　事務局長会 　・支部大会、他
　　　会報、同好会活動、他 　・大学行事の支援

　　稲門祭、他
４月

12日（日）

５月 5月1日(金) 会長代行会 16日（土） 調布稲門会
5月4日(月) 会長代行会（印刷等） 16日（土） 三鷹稲門会総会
5月6日(水) 常任幹事会 17日（日） 東大和稲門会総会
5月19日(火) ゴルフ部会

６月 6月7日(日) 国分寺稲門会総会
6月21日(日) 西東京稲門会総会

６日（土） 総会 6月27日(土) 臨時代議員会

７月 商議員会 ７/８（土）三鷹稲門会総会
7月4日(土)全国支部長会

８月 常任幹事会 8月22日(土) 東京三多摩支部総会

９月 ゴルフ部会　 代議員会
事務局長会

１０月 10月10日(土) 小平稲門会総会
10月18日(日)稲門祭 10月11日(日) 立川稲門会総会
＆　ホームカミングデー

１１月 会長代行会 11月7日(土) 府中校友会総会
11月21日(土) 小金井稲門会総会
11月21日(土) 東村山稲門会総会
11月22日(日) 東京三多摩支部大会

１２月 常任幹事会

１月 新年会

２月 会長代行会

３月 会長代行会 代議員会
常任幹事会 事務局長会
同好会世話人会

同好会活動
＊囲碁部会 月２回 ＊カラオケ部会 奇数月１回
＊もっと早稲田を応援する会（野球、ラグビー、駅伝観戦など）
＊若手の会 偶数月１回 ＊麻雀同好会 偶数月１回
＊三水会 月１回 ＊テニス部会 月２～３回
＊温泉と景観を楽しむ会　　随時開催 ＊川柳稲穂会 ３か月に１回
＊ゴルフ部会 年２回 ＊俳句稲穂会 偶数月１回
＊写真同好会 随時撮影会開催・稲門会行事撮影 ＊シネマ倶楽部 年３回開催
＊マナーキッズ 策定中 ＊ウオーキング会 策定中
＊校友会活動は令和2年9月19日（土）まで休止。 　　　　　　　以上

武蔵野桜祭り
早慶レガッタ観戦
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