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平成24年度代議員会報告

●日時　平成24年5月26日（土）PM1:30～4:10
●会場　金沢美術工芸大学　本館会議室

出席者【代議員】43名（委任状提出者　6名）　　　
　　　 　　　　　※代議員総数　51名

◯北海道支部
　工藤善蔵（西谷正士代理）
◯関東支部
　黒澤淳一（杉浦美代子代理）　川崎哲夫　　捧　剛太
　本田京子　　佐藤一代　　富田倫代　　三谷　豊　　
　作宮　隆　　吉田　昇　　島田由子　　安田　薫　　
　林田智明
◯東海支部
　西村知弘　　日隈正剛　　山本みどり　　柴田郁代　
　秋田晃男　　渋谷　寿
◯富山支部
　横山丈樹（斉藤晴之代理）
◯石川支部
　奥村美嗣　　宮上一樹　　炭外志朗　　青木小波　　

　岡　加代　　西出茂弘　　池上　奨　　小網重一
　前田昌彦　　角谷　修　　本山陽子　　寺井剛敏
◯福井支部
　三田松一郎
◯関西支部連合
　森下舒弘　　伊藤暢哉　　竹綱章浩　　江里敏明　　
　高尾茂行　　山口祥作　　大森和宏　　伊関秀雄
　山田修司　
◯九州支部
　下島啓吾（石原祥嗣代理）

【本部役員】14名
・会　長　　　　広瀬靖久
・副会長　　　　藤野　雅　　坂野祐子
・運営委員長　　高橋哲郎
・副運営委員長　浅野　隆　　吉端義信　　三浦賢治　
　　　　　　　　高橋克典
・運営委員　　　村中　稔　　村瀬真理子　　宮下光信
　　　　　　　　黒田悟志　　根来貴成
・本部会計　　　荒木恵信

　昨年度は金沢美大同窓会にとって本当に大きな
事業と変革が行われた一年でした。
　昨年９月に開催された「金沢美大OB東京・銀
座̶金沢̶N.Y.大展覧会」！この展覧会開催につ
いては、先ず関東支部と石川支部の有志が2008年
から実行委員会を作って活動を始め、同窓会がこ
れを共催するという形で進展し開催されました。
　結果として、総出品者数1,379名！総入場者数
86,882名！という数字を記録することができました。
現在、所在確認の同窓会会員数が約5,500名、延
べ人数ながら全会員の４人に１人が何らかの形で
作品を出品したという事になり、これは個性的で自
由奔放な気質のものが多い金美同窓生が、同じ目
標に向かって心をひとつにし、結集した結果の、正
に驚異的な数字と言えるのではないでしょうか。
　この展覧会の大成功により、母校金沢美大の知名
度とイメージを飛躍的に高める事が出来ました。
　又、昨年度は以前からの懸案であった、同窓会
総会を活性化させるため、平成元年の同窓会新会
則制定以来、初めての臨時支部長会を今年２月に
開催し、「総会開催と、それにともなう諸事」に
ついて検討協議をいたしました。
　この支部長会において、総会は隔年１１月初旬
の美大祭に合わせて開催し、従来５月末に開催し
ていた代議員会も総会当日、総会前に開催しては

どうか…会計年度も代議員会の時期に合わせて従
来の４～３月を１０～９月とするという提案がな
されました。又、各支部の代議員定数についても
協議し、各支部最大１０名とする事等、会則の一
部変更も提案されました。是等、支部長会で得ら
れた数々の提案を、今年5月の代議員会に上程
し、すべての提案を可決していただきました。
　何事も時代に応じて変わっていく…。同窓会の
運営方針も新しく改める事により活性化され、こ
れからの若い世代に適応した新たな活動が展開さ
れるのではないかと期待しております。
　折しも今年はオリンピックイヤー…４年後のリオ
五輪の年は、金沢美大開学７０周年に当たります。
同窓会では、この７０周年記念事業をどのようにす
るのか…検討段階に入っております。年内には正式
に記念事業準備委員会を発足したいと思います。
　これは試験ですが金沢美大開学７０周年記念事
業の目的は「会員同志の交流を図り、お互いの結
束を深め、母校７０年の歴史と伝統・業績と現状を
広くアピールし母校のイメージアップに繋げる」
という事ではないかと思います。各支部と密接に
連携を保ちながら４年後の大きな目標に向かって
歩んで行こうと思います。
　尚、今年は総会開催の年であり、皆様多数のご
出席を心からお待ちしております。
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（３）平成23年度支部活動報告
    　平成24年度支部活動計画
■北海道（工藤）
◯若い卒業生などメンバーが増えてきたが、なか
なか動きがない。今秋集まれればと思っている。
■関東（黒澤）
◯9月17日に銀座パセラで大展覧会パーティと同
時に総会を開いた。120名が参加し、久世学長、
大路総括マネージャー、広瀬同窓会長、高橋運営
委員長、山野金沢市長、北國銀行支店長ら来賓に
もお越しいただき、盛大なものとなった。
■東海（西村）
○大展覧会に合わせ、金沢で第43回東海けやき展
を開いたが、大変意義のある活動となった。
（8月30日～9月4日）
○愛知県美術館で開催の東海美術展（11月22日～
27日）に36名が出品。新しい会員も参加した。
○今年度は第44回東海けやき展を予定している
が、例年の日程よりも後になる。（12月開催予定）
○来年度は45回の節目となるため、支部総会を兼
ねたイベントを予定している。
■富山（横山）
○富山県民会館美術館で第37回けやき展を開催し
た。（12月10日～13日）少しずつ参加人数が減っ
てきているのが課題である。若い方を取り込みつ
つ、けやき展を盛り上げたい。
■石川（岡）
○9月24日に21世紀美術館内フュージョン21にて
大展覧会パーティと同時に総会を開催した。他支
部会員含め約80名が参加し大変盛り上がった。

○大展覧会にあわせ、市内各地でグループ展、個
展等が多数開催された。
■福井（三田）
○5月に総会・懇親会、9月に作品展、講演会を開
催した。
○今年度は7月に総会・懇親会を予定している。
○福井支部のHPを作成予定である。やはり若手
の取り込みに苦心している。
■関西
大阪　森下：
○2月の支部長会以降、関西支部活性化のために
支部メンバーと打ち合わせを重ねている。組織体
制を見直すために若返りと会則を再考中。まずは
大阪支部というくくりで考えている。7月中に会
を開き、新メンバーを募る予定である。
京滋　山田：
○7月28日に総会・懇親会を予定している。
奈良　山口：
○秋に役員改選を予定している。
兵庫　大森：
○今年度より代議員となり、申し送り等を受けて
おらず発信情報がない。今後ともよろしくお願い
いたします。
■九州（下島）
○福岡市美術館にて第1回九州けやき会展を開催
した。（8月2日～7日）21名が出品したが、今後
さらに人数を増やしていきたい。隔年の開催を予
定している。

開会の辞（高橋運営委員長）
　定刻となりましたので、これより平成24年度代
議員会を開始したいと思います。本日は遠方より
ご足労いただきありがとうございます。皆様よろ
しくお願いいたします。
開会挨拶（広瀬会長）
　皆さんお忙しい中ご出席ありがとうございま
す。この1年を振り返りますと、世の中が大きく
変化した年であり、美大の同窓会においても大き
な活動があった1年で、中でも大展覧会は大成功
を収めました。実行委員の皆様におかれましては
本当にご苦労様でした。
　この1年は、同窓会の総会をどうするか、それに
伴う会則の変更についても検討が必要になると思
いますので、審議のほどよろしくお願いします。
　また、4年後には創立70周年を迎えますので、
同窓会の活動や活性化など、皆様の協力が不可欠
となります。同窓会の目的、「同窓会員相互の親
睦を図り、母校の発展に寄与する」に合わせ、皆
様の協力よろしくお願いいたします。
出席者自己紹介（高橋運営委員長）
　時間の関係で席次表にて省略します。
代議委員会成立宣言（高橋運営委員長）
　全国の代議員総数51名のうち、本日の出席者は
委任状含め46名で、本会が成立していることをこ
こに報告いたします。
議長・議事録署名人・書記の選出および承認　
（高橋運営委員長）

　今回の議長は、東海支部の西村さんにお願いし
たいと思いますが、いかがでしょうか。（拍手に
よる承認）
　続いて、議事録署名人は関東支部の川崎さん、
石川支部の西出さん、書記は本部の高橋克典さん
と宮下光信さんにお願いしたいと思いますが、い
かがでしょうか。（拍手による承認）
　では、議事に移りたいと思います。西村議長よ
ろしくお願いします。（議長着席・挨拶）
　遠方よりお集まりいただきありがとうございま
す。例年、審議が定刻を超える傾向にあります
が、スムースな進行を心掛けたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
（以下、議長が議事進行）

（１）平成25・26年度役員選考会報告
○次期会長、監事の選考
広瀬：先ほどの役員選考会において、会長は広瀬
靖久が続投、監事は大村昭男さんが続投、川本敦
久さんは退任し、村中稔さんが就任することで了
承を得ました。
議長：みなさまいかがでしょうか？
（拍手によって承認）

（２）平成23年度本部活動報告
○平成23年度活動報告、寄付金報告
高橋運営委員長：別紙1により説明
○平成23年度会計報告（中間）
荒木会計：別紙2により説明
議長：活動報告と会計報告について承認いただけ
るか？（拍手によって承認）

会議次第（以下、発言要旨）
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平成24年度代議員会報告・懇親会風景

【東京】
2008年6月に準備委員会を立ち上げ、まず規模、
予算等についてざっくり検討し、同年11月正式に
実行委員会を発足した。その後、28回の実行委員
会を開催した。（非公式打ち合わせも多数開催）
【石川】
準備期間を経て、2010年1月に石川実行委員会発
足。その後20回の実行委員会を開催した。大展覧
会ではグループ展、個展以外にも、企画展「わ
art展」を開催し、その売上の一部を寄付するこ
とが出来た。個人的な思いもあるが、今回の展覧
会では、同窓会員の交流、作品の発表の機会を設
けること、地域への貢献（寄付含む）、金沢美大
のアピール、多くの人に気軽にアートを楽しんで
もらうこと（子供から老人まで）といった目的があ
り、それらを達成することが出来たと思う。

関東　佐藤：（別紙資料より会計報告）
残金だが、次回の展覧会を見据えてこのままプー
ルしておけばよいか。
議長：これについて賛同いただけるか。
（拍手により承認）
石川　宮上：ここにいる実行委員のメンバーはじ
め、いろいろな方々のご協力により大成功を収め
ることが出来た。ありがとうございました。
関西　伊関：個人的にも個展などで寄付金を集め
た。個々で協力された方も多いと思うので、その
数字も反映されるとよかったと思う。
議長：（70周年行事について再審議）
まず準備委員会を立ち上げ、実際の記念行事に大
展覧会を開くかどうかも含めて、準備委員会の中
で詰めていくことでどうか。
（拍手による承認）
京滋　伊藤：準備委員会とはいえ、具体的な日
程、人選は必要ではないか。
広瀬：7月頭を目途として、各支部に案内ができ
ればと考えている。
閉会挨拶（広瀬会長）
本日は多くの議題がありましたが、大変有意義な
ご審議ありがとうございました。
閉会の辞（藤野副会長）
みなさまお疲れ様でした。これにて閉会します。

石川　前田：大学側の立場として発言するが、大
学では法人化後6年間（2010～2015年）の中期計
画に基づき運営を行っており、70周年となる2016
年は、その次の計画段階となるのでまだ議論もな
されていない。このため、大学との関係を大切に
して、うまく足並みをそろえて欲しい。
広瀬：まず同窓会内で意見をまとめた上で、学校
側と協議したい。
議長：70周年記念行事については、（６）その他
の2011大展覧会の報告を聞いてから決議すべきと
判断し、ここで一旦、議論を中断し、後ほど再審
議する。

（５）平成24年度本部活動計画
○平成24年度総会の開催
広瀬：11月3日（土）美大にて開催を予定してい
る。詳細はこれから詰めていく。
○同窓会名簿の発行
広瀬：別紙4にて説明
○けやきの発行
本部　三浦：けやき44号は7月に発行予定。各支
部の活動報告等があれば記載するので、6月中旬
をめどに入稿を願う。

（６）その他
○2011金沢美大OB　東京・銀座-金沢-N.Y.
大展覧会の報告
関東　作宮：展覧会場数173、出品者1,379名、来
場者数86,882名という結果となり、前回の開催に
比べ、全ての数値において大幅に上回り、驚異的
な記録を達成し、大成功のうちに終えることがで
きた。東京と石川、各実行委員会の活動スケジュ
ールは以下の通りで、70周年行事を企画する際の
参考になればと思う。

（４）支部長会からの提案
（2月4日に支部長会を開催し、それを受けての提案）
高橋運営委員長：別紙3により説明、学校側とも
協議し理解を得ていると報告
○代議委員会の開催時期と総会について
（代議員会の開催時期を11月初旬（美大祭期間
中）とし、代議員会終了後に総会を開催）
議長：内容について承認いただけるか。
（拍手により承認）
○会計年度の変更
（会則第9章第21条の変更：代議員会の開催時期
変更にともなう会計年度の変更）
議長：内容について承認いただけるか。
（拍手により承認）
○代議員定数
（運営規定第1章第2条の変更：各支部の代議員数
を最大10名に制限）
議長：内容について承認いただけるか。
（拍手により承認）
○旅費の変更
※代議員定数とは異なり、会則等の変更に関わら
ないため、前述の項目と分離したい（公共交通機
関の運行時刻上（物理的制限上）、北海道・九州支
部役員の会議参加には宿泊費を追加支給）
議長：内容について承認いただけるか。
（拍手により承認）
○創立70周年行事
東海　秋田：具体的な内容はどう考えているか。
広瀬：これからの議論となるが、やはり展覧会が
メインとなるのではないかと思う。姉妹都市や国
内各地域との連携なども考えられるが、各支部か
らの協力、提案をぜひ承りたい。
関東　川崎：どこが実行委員会を立ち上げるの
か？
広瀬：本部である。
東海　秋田：本部だけで完結するのではなく、こ
れまで大展覧会を行ってきている関東支部のノウ
ハウを引き継ぐことなど、各支部の力を仰ぐべき
ではないか。
広瀬：そのつもりである。
関東　作宮：70周年行事に大展覧会を開催するか
どうかはまだ決まっていない。まずそれを討議す
べきでは。
関東　佐藤：先に2011大展覧会の報告を聞いてか
ら決議すべきではないか。
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