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4 月 25 日開催予定の第 16 回学友会定期総会＆懇親会は、新型コロナウイルス感染防止
の為準備役員会の決議で中止となりました。その後緊急事態宣言も発出され、私たちは三
蜜の防止などに総力を挙げて取り組んでいますが、終息も長期化が予想されます。どうぞ
ご自愛くださいますようお願いいたします。また皆様には各期理事より総会議案書をご配
布の上、ご審議頂き承認を得ることができました。有難うございました。

新会長就任挨拶
学友会の皆様には日頃より、本会
事業に関しご支援とご協力を賜り、
御礼申し上げます。前任者の濵渕会
長より会長職を引き継ぐ事になりま
した荻田俊一でございます。
思えば昨年に、年号が令和に変わり国民全てが新
しい気持ちで新年「令和２年」を迎えた途端、「新
型コロナウイルス」の感染が広がり始め、2 月以降
爆発的に日本をはじめ世界中に広がっています。
「緊急事態宣言」が発出され不要不急の外出自粛に
伴い、全ての行事が中止に追い込まれる中、本会に
於きましても「第１６回学友会定期総会」が中止に
なり、恒例の総会での審議事項も審議出来ない異常
事態となりました。皆様には大変ご迷惑をお掛け致
しておりますが、今般新たに 32 名（２７期）が加
わり会員総数：３８１名となっております。我々
各々が「個人は全体の為に、全体は個人の為に」の
精神で「自粛」行動すれば、先が見えない感染症の
終息が早まり、再び学友会行事を開催できる環境に
なる事を心から願っています。
どうぞ、皆様方に於かれましては、その時まで
「健康第一」で過ごされ、この歴史的困難を乗り越
えた暁に、発足後１６年となる学友会の新しい門出
を、共に喜び合える様、ご支援とご協力をお願い申
し上げ、就任のご挨拶とさせて頂きます。
会長 荻田 俊一（25 期生）

前会長退任挨拶
例年の行事であるこの 4 月は、
学生、社会人にとって新旧の入
れ替わる時期でもあります。私達
学友会会員も同様にバトンタッチ
が行われます。私もこの 1 年、
会長職として沢山の行事に参加し、皆さんのご協
力を得て楽しく行ってきましたが、まだ消化不良
の様で充分に職務を全うできたか反省する事しき
りです。又、今年の令和 2 年も新型肺炎、東京オ
リンピックと様々な事に対面する事です。
私達三木市高齢者大学学友会の仲間も真剣に前
向きに立ち向かわなければなりません。この時期
に 27 期生という若い力が多数入会されました。
この新しい会員の力、そして絆の必要性を大切
に、学友会を向上させようではありませんか。最
後にこの 1 年間大変ご協力いただいた役員ならび
に会員の皆様に感謝しますとともに退任の挨拶と
いたします。ありがとうございました。
前会長 濵渕 徹（24 期生）
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２．基本方針
（1）本年度は恒例により 25 期中心の運営になるが、これまでと同様に 26 期、27 期と連携して円滑に推進を図る。
（2）出会いを大切にし、支えあい、会員相互の親睦を図る。
（3）本会の目的に沿い、地域社会への参加及び在校生との交流を深める。
3．主要実施要項
（1）学友会だよりの定期発行
年３回を発行の予定とし、総会・懇親会・ＧＧ大会・親睦バス旅行の案内、次期総会案内等を主要掲載内容とす
る。
（2）ホームページの更新
主要行事の都度 ホームページの更新に努める。
（3）高大行事の参加
高大行事には積極的に会員の参加を促す。
（4）会員名簿の整理
会員名簿を整理し、PC メールの積極的な利用の推進を図る。
4．その他
第 17 回総会は 2021 年４月 17 日（土）に予定する。（場所は神戸ホテル フルーツ・フラワーを予定）
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