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イベント学会 

2018 年度定時総会議案書  

 

 

 

2018 年 6 月 5日（火） 

15：30～16：30 総会（休憩） 

16：30～17：00 新役員理事会 

 

於：弘済会館（椿の間） 

 

 

審議事項  

第 1号議案 「2017 年度活動報告（案）および決算（案）」承認の件 

第 2号議案 「2018 年度活動計画（案）および予算（案）」承認の件 

 

報告事項 

 

１．新役員体制について 

２．「機関誌『イベント学研究』」について 

３．その他 
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第 1 号議案 「2017 年度活動報告（案）および決算（案）」承認の件 

 

■活動カレンダー 

日 時 内 容 会 場 

2017 年 

4 月 28 日（金）14:00～15:00 監事会 イベント学会会議室 

5 月 8日（月）～毎月曜 6回 
上智大学公開講座 「国際ﾒｶﾞ･ｽﾎﾟｰﾂｲ

ﾍﾞﾝﾄ支援基礎教養講座」 
上智大学 

5 月 23 日（月）17：00～18：50 2017 年度理事会総会 
パズル一番町 

セミナールーム 3 

6 月 2日（金）18：30～20：30 晴海はればれ DAYS シンポジウム 晴海トリトンスクエア 

9 月 22 日（金）18：00～19：45 
創立 20 周年記念事業（中部） 

「愛知・名古屋」はすごいぞ！フォーラム 
新東通信ビル 8 階ﾎｰﾙ 

9 月 26 日（火）～毎火曜 15 回 

創立 20 周年記念事業（東日本） 

イベント学会協力特別セミナー  

「イベント特講:ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ学」 

東京富士大学 

12 月 1日（金）14：30～18：00 
創立 20 周年記念事業 （西日本） 

『KANSAI イベントダイナミクス』 

ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄうめきた 

SHIP HALL 

12 月 25 日（月）18：15～20：15 クリスマス忘年会 
ダイヤモンドホテル 

「プルメリア」 

2018 年 

2 月 20 日（火）9：00～19：00 
創立 20 周年記念事業 

「第 20 回研究大会」 
東海大学 高輪校舎 

3 月 27 日（火）15：00～17：00 理事会 イベント学会会議室 
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◇2017 年度決算報告 

 

収入の部     

 科  目   名 17年度予算 17年度決算 備考 

 入会金収入           85,000 55,000  

 年会費収入 個人会員    1,500,000 1,380,000  

 年会費収入 準会員 10,000 8,000  

 年会費収入 賛助会員 4,200,000 4,500,000  

 事業収入   研究大会   1,000,000 206,000  

 事業収入   交流ｻﾛﾝ、研究会等   0 1,756,731  

 受取利息             0 45  

 当期収入計 6,795,000 7,905,776  

 前期繰越金 3,382,839 3,382,839  

 収入計 10,177,839 11,288,615  

支出の部     

 科  目   名 17年度予算 17年度決算  

 事業費 研究大会     2,000,000 917,911  

 事業費 広報事業     100,000 162,086  

 事業費 交流ｻﾛﾝ（含記念事業） 1,200,000 1,352,503  

 事業費 ジャーナル発行    500,000 432,432  

 事業費 その他     400,000 0  

 事業費計  4,200,000 2,864,932  

 給与・通勤費     1,500,000 1,859,382  

 会議費               350,000 362,076  

 旅費交通費           400,000 506,452  

 消耗品費             150,000 111,961  

 通信運搬費（含ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改訂）           1,600,000 420,007  

 印刷費               300,000 175,354  

 賃借料               400,432 400,432  

 資料費               10,000 0  

 謝金 30,000 10,000  

     会場費 200,000 39,960  

 支払手数料           1,000 102  

 雑費               30,000 92,820  

 管理費合計 4,971,432 3,978,546  

 当期支出計 9,171,432 6,843,478  

 当期収支差額 -2,376,432 1,062,298  

 収支差額 1,006,407 4,445,137  

 次年度繰越金額 1,006,407 4,445,137  
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活動の明細 

 

■イベント学会第 20 回研究大会 

 

［実施概要］ 

日 時 ：2018 年 2 月 20 日(火) 9：00～19：00 

会 場 ：東海大学高輪校舎 4号館 

開催テーマ：「イベントロジー再興」ダイバーシティ×持続可能性×レガシー 

大会実行委員長／萩裕美子理事  副実行委員長／宮本倫明理事、原田伸介会員 

 

[プログラム] 

・9:00 開場 

・9:30 開会宣言（萩裕美子実行委員長）、主催者挨拶（堺屋太一会長）、司会（加藤淑子理事） 

 

特別シンポジウム「ポスト 2020 を見据えた、ソーシャル プロデュースの時代」 

モデレータ：福井昌平（ｲﾍﾞﾝﾄ学会副会長、(株)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ研究所代表取締役社長） 

パネリスト： 

 桑田健秀氏（特定非営利活動法人 大田区地域総合スポーツ倶楽部ピボットフット代表） 

 左京泰明氏（特定非営利活動法人 シブヤ大学学長） 

 白戸太朗氏（東京都議会議員・江東区選出） 

 渡辺仁久氏（港区観光協会会長／株式会社 新正堂代表取締役） 

 

・13:30  

イベント学会創立 20 周年記念事業地区別報告 

東日本、中部、西日本各地域本部で実施した創立 20 周年事業の報告 

座長：上代圭子（イベント学会理事） 

 

・14:30 口頭発表（16 題） 

・17:00 閉会式 

・17:30 情報交換会（東海大学４号館レストラン） 19：00 終了 

 

開催実績 

参加者数 150 名 

 

■「イベント学研究」Journal of Eventology について 

 

2018 年 3 月下旬、第 2巻第 1号を発刊。国立国会図書館に納本。 
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■おもな交流活動等について 

 

○中部地区本部 

「愛知・名古屋」はすごいぞ！フォーラム 

 

日 時：2017 年 9 月 22 日（金）18：00～19：45 

会 場：(株)新東通信 8階ホール 

おもなプログラム 

・開会挨拶（堺屋太一会長） 
・発表① 

「2018 年スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知」について 

有森裕子（公益財団法人スペシャルオリンピックス日本理事長） 

 

・発表② 

 「2019 年度技能五輪全国大会」「2020 年度技能五輪全国大会・全国アビリンピック」 

「2023 年技能五輪国際大会の誘致について」 

福井昌平 （愛知県技能五輪国際大会基本構想策定委員会委員長、イベント学会副会長） 

藤田昇義 （愛知県産業労働部 労政局長） 

 

・応援プレゼンテーション 

岡星竜美（東京富士大学教授、イベント学会会員） 

ｄｅｌａ（名古屋観光文化交流特命大使） 

原田伸介（JEDIS 中部地域本部長） 

 

 

○西日本地区本部 

『ＫＡＮＳＡＩイベントダイナミクス』 

 

日 時：12 月 1日（金）14：30～18：00 

会 場：グランフロントうめきた SHIP HALL 

 

おもなプログラム 

・ご挨拶（堺屋太一会長） 

・基調講演 

「ポスト 2020 の観光戦略と関西の役割」 観光庁長官：田村明比古氏 

・テーマⅠ 

「ワールドマスターズゲームズ2021関西」の目指すもの 

高橋一夫（近畿大学経営学部 教授） 
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上代圭子（東京国際大学商学部 准教授） 

・テーマⅡ 

「文化首都・関西」の創造 

佐々木雅幸（同志社大学特別客員教授、文化庁地域文化創生本部主任研究官） 

福井昌平（(株)コミュニケーション・デザイニング研究所代表） 

・テーマⅢ 

 2025“大阪万博”開催に向けて 

  藤木俊光（経済産業省商務サービス審議官） 

橋爪紳也（大阪府立大学大学院経済学研究科教授、大阪府市特別顧問） 

櫟 真夏 （2025日本万国博覧会誘致委員会事務総長） 

・名刺交換会 
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貸借対照表
2018年 3⽉ 31⽇ 現在

当年度 前年度 増減

I．資産の部

　　　　現預金 4,445,137 3,382,839 1,062,298

資産合計 4,445,137 3,382,839 1,062,298

II．負債の部

　　　　繰越余剰金 4,445,137 3,382,839 1,062,298

負債合計 4,445,137 3,382,839 1,062,298

当年度 前年度 増減
III．正味財産内訳

 １．正味財産増減の部

　　　当期正味財産増減額 1,062,298 1,639,794
　　　正味財産期首残高 3,382,839 1,743,045

　　　正味財産期末残⾼ 4,445,137 3,382,839 1,062,298
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口座残高（みずほ銀行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座残高（ゆうちょ銀行） 
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第 2 号議案 「2018 年度活動計画（案）および予算（案）」承認の件 

 

■活動カレンダー 

日 時 内 容 会 場 

2018 年 

5 月 9日（水）～全 6回 
「国際ﾒｶﾞ･ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ支援基礎教養講

座 ﾗｸﾞﾋﾞｰ､ｵﾘ・ﾊﾟﾗ､ﾏｽﾀｰｽﾞ」への後援 
上智大学 

5 月 18 日（金）13:00～14:00 監事会 イベント学会会議室 

6 月～8月 交流サロン（今期中に 4回） 検討中 

6 月～8月 親睦会（今期中に 2回） 検討中 

11 月～12 月上旬 第 21 回研究大会 検討中 

2019 年 

1 月 交流サロン 未定 

3 月末 ジャーナル第 3巻発行  

 
 
■第２１回イベント学会研究大会 
開催テーマ（未定） 

開催会場（予定）   東京都内の大学または公共施設 

開催日時（予定）   2018 年 11 月～12 月の平日または週末（1日） 

実行委員長      互選 

実行委員会      有志＋互選 

予算：130 万円（大学で行った場合） 

 
■交流サロン 

会員間の交流と新規会員獲得を目的としたサロンを開催。前半はイベントに関する提言やプレゼンテー

ション・告知など。後半は飲料と軽食で参加者の交流の場を提供する。過去に行っていた「金曜サロ

ン」に替わる交流活動を実施する。 

会場をレンタル使用する為、会費は低額有料とする。 

トライアルとして学会近くの貸会議室「パズル一番町」で試み、その後定期的なサロンとしたい。 

予算：20 万円（5万円×4回） 
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■親睦会 

イベント学会収入の半数以上の負担をお願いしている賛助会員と、個人会員との親睦・交流を図る場を

設け、お互いの情報交換を通して学会活動の活性化を図る。賛助会員が関心を持つ、報告会、勉強会、

講演会、懇親会を計画し、つながりを強くする年としたい。 

まずは堺屋会長の所有の「美術愛住館」で開催予定の『万博展』展示期間中に、賛助会員および関係者

とイベント学会役員および会員有志の交流会を検討。 

予算：30 万円（15 万円×2回） 

 

■地区本部主催の事業 

東日本地区、中部地区、西日本地区各本部において、勉強会、講演会、シンポジウムなど実施する。具

体的な内容に関しては、新理事会で選任される地域本部長と協議の上進める。 

予算：90 万円（30 万円×3 か所） 

 

■「ジャーナル」第３巻発行 

報告事項で説明 

予算：60 万円 

 

■ウェブサイト改訂 

現状は既存のサイトを手直ししているが、全面的な改訂が必要。よりスピーディーで効果的な情報提

供、閲覧のし易さ、会員外のアクセス数を増やす等、ウェブサイトの機能向上を図る。 

予算：50 万円 

 

■上智大学公開講座への名義後援 

5月 9日（水）より開催した「国際メガ・スポーツイベント支援基礎教養講座～ラグビー・オリパラ、

マスターズゲームズ～」への名義後援（全 6回） 

 

■研究活動 

・「東北復興博覧会研究会」 

・「スタジアム・アリーナ活用研究会」 

・「展示会研究会」 

・「ＩＣＯＭＯＳ総会・関西招致研究会」 
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◇2018 年度予算（案） 

収入の部     

 科  目   名 17年度決算 18年度予算 備考 

 入会金収入           55,000 50,000 

 

 

 年会費収入 個人会員    1,380,000 1,400,000  

 年会費収入 準会員 8,000 6,000  

 年会費収入 賛助会員 4,500,000 4,200,000  

 事業収入   研究大会   206,000 200,000  

 事業収入   交流サロン等   1,756,731 800,000  

 受取利息             45 0  

 当期収入計 7,905,776 6,656,000  

 前期繰越金 3,382,839 4,445,137  

 収入計 11,288,615 11,101,137  

支出の部     

 科  目   名 17年度決算 18年度予算  

 事業費 研究大会     917,911 1,300,000 大学で行った場合 

 事業費 広報事業     162,086 200,000  

 事業費 交流サロン等 1,352,503 1,400,000 親睦会・その他事業含む 

 事業費 ジャーナル発行    432,432 600,000  

 事業費 ウェブサイト改訂 0 500,000 

000 

 

 事業費 その他（予備費）     0 1,000,000  

 事業費計  2,864,932 5,000,000  

 給与・通勤費     1,859,382 1,500,000  

 会議費               362,076 400,000  

 旅費交通費           506,452 300,000  

 消耗品費             111,961 150,000  

 通信運搬費（含ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新） 420,007 450,000  

 印刷費               175,354 600,000  

 賃借料               400,432 400,432  

 資料費               0 10,000  

 謝金 10,000 30,000  

     会場費 39,960 50,000  

 支払手数料           102 102  

 雑費               92,820 80,000  

 管理費合計 3,978,546 3,970,534  

 当期支出計 6,843,478 8,970,534  

 当期収支差額 1,062,298   

 収支差額 4,445,137 2,130,603  

 次年度繰越金額 4,445,137 2,130,603  
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報告事項 1.新役員体制について（敬称略） 

 

役 職 氏 名 所  属  

会長 堺屋 太一 (株)堺屋太一研究所 代表取締役 再選 

副会長 野川 春夫 順天堂大学大学院 特任教授 再選 

副会長 橋爪 紳也 大阪府立大学 研究推進機構 教授 再選 

副会長 福井 昌平 (株)コミュニケーション・デザイニング研究所 代表 再選 

理事 岡星 竜美 目白大学 特任教授 新任 

理事 加藤 淑子 (株)エンコーポレーション 代表取締役社長 再選 

理事 工藤 康宏 順天堂大学 先任准教授 再選 

理事 澤内 隆 （一社）東京都レクリエーション協会 副会長 再選 

理事 上代 圭子 東京国際大学 准教授 再選 

理事 谷 喜久郎 (株)新東通信 代表取締役会長兼社長 再選 

理事 萩 裕美子 東海大学 教授 再選 

理事 古澤 礼太 中部大学 （中部高等学術研究所） 准教授 再選 

理事 間藤 芳樹 羽衣国際大学 (株)マッシュ 代表取締役 新任 

理事 宮本 倫明 (株)Landa 代表 再選 

理事 師岡 文男 上智大学 教授 再選 

監事 梶原 貞幸 エス・エフメーカーズ(株) 取締役 再選 

監事 原田 周平 日本経済新聞 社友 再選 

（17 名） 
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報告事項 2.「機関誌『イベント学研究』」について 

１．現状 

現在、締め切りの問い合わせや内容に関して 2件、投稿に関する問い合わせがあり、原稿を用意し

ていただいている。 

２．第 3巻の発行について 

昨年度の第 2巻の発行が大変遅れたため、今年度は、第 3巻と 4巻の合併号という形態をとり、巻

と発行年度を合わせたい。 

３．特集の企画案 

  合併号は、巻頭に堺屋会長を中心とした、座談会などを特集企画したい。座談会参加者の人選など

について、編集委員会で検討するが、理事会などからの推薦・紹介もいただきたい。 

 

報告事項 3. その他 

 

その他の活動計画 

・「2018 台中フローラ世界博覧会視察ツアー」の計画について 

・「夏期広告大学 京都開催」特別協力（要請）について 

・「2023 年技能五輪国際大会」招致への応援団結成（要請）について 

・「大田区企業運動会」への協力について 

 

 

 

 

 

 


