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平成 30 年度 第 2 回（6 月）理事会 報告
平成 30 年度 通常総会 報告（平成 30 年 6 月 22 日開催）
平成 30 年度 通常総会 報告

名以上 25 名以内」となりました。
6 月度理事会報告

平成 30 年 6 月 22 日(金)13 時 30 分より AP 品川

4. 決議案件：役員選任の件

アネックス会議室において、正会員 350 名中 245 名

定款の規定によりこの総会で理事全員と監事全員

(委任状提出会員を含む)のご出席のもと、平成 30 年

は任期満了となるため、後任者の選定について役員

一般社団法人日本オーディオ協会通常総会が開催さ

推薦委員会の齋藤重正委員長を代行して相澤宏紀委

れました。次の 4 議案が提出されましたがすべて承

員から役員選任に関連して報告がありました。

認されました。

提案された役員改選案候補者は理事 22 名、監事 2
名で、
定款第23 条に定められた役員定員内であり、

1. 決議事項一：平成 29 年度事業報告収支決算報告
並びに監事監査の承認を求める件

このあと参加正会員による信任投票によって候補者
全員が承認されました。

平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年

重任、新任、退任役員は次の通りです。

3 月 31 日まで）の事業報告書および、平成 29 年度

理事 大久保 洋幸

決算報告書について事務局が説明したのち、相澤宏

理事 小川 功一

紀監事から監事を代表して監査報告書により監査結

理事 小川 理子

果が報告されました。その後採決を取り賛成多数で

理事 金子 由和

承認されました。

理事 岸原 孝昌
理事 君塚 雅憲

2. 決議事項二：平成 30 年度事業計画並びに収支予

理事 小嶋 康

算案の件

理事 猿谷 徹

議長から平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日から平

理事 鈴木 雅臣

成 31 年 3 月 31 日）の事業計画書、組織案が説明さ

理事 中川 圭史

て、続いて事務局から平成 30 年度の収支予算につ

理事 畑 陽一郎

いて説明されました。

理事 松岡 文啓

定款上、事業計画は総会決議事項には含まれませ

理事 校條 亮治

んが会員の方々の理解を深めていただくために説明

監事 相澤 宏紀

され、了解されました。

（以上重任理事 13 名、重任監事 1 名）
理事 飯森 幸利

3. 決議案件：定款変更の件

理事 片山 修

議長が資料に基づき理事定数の変更を含む定款改

理事 加藤 徹也

定案を説明し、全員一致をもって承認されました。

理事 小塚 雅之

その結果定款 23 条役員の配置（1）は「理事 20

理事 小谷野 進司
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理事 佐藤 誠

鴻池 賢三

理事 林 和喜

齋藤 重正

理事 森 美裕

沢口 真生

監事 田中 晋

鈴木 弘明

（以上新任理事 8 名、新任監事 1 名）

高松 重治

理事 遠藤 真

橘 秀樹

理事 大島 洋

千葉 精一

理事 長田 俊彦

豊島 政實

理事 蒲生 宣親

西 国晴

（以上退任理事 4 名）

西川 和男

このほか任期中の常勤役員の報酬等が提案され、

松下 和雄

全員一致をもって承認されました。

松田 賢一
宮坂 榮一

平成 30 年度 第 2 回 理事会 議事

森 芳久
山﨑 芳男

総会に続いて、平成 30 年度第 2 回 理事会が理

柚賀 哲夫
（以上重任諮問委員 22 名）

事19 名と監事1 名の出席のもとで開催されました。

小谷野 進司
1. 第 1 号議案：会長、副会長、専務理事選任の件

武田 正美
（以上退任諮問委員 2 名）

総会で選任された役員の互選によって全員一致で
可決決定され被選定者も席上で就任を承諾しました。
会長 小川 理子

3. 第 3 号議案：新会員の承認を求める件

副会長 飯森 幸利

5月理事会以降6月21日までの間に日本電信電話

副会長 小川 功一

株式会社、
および、
個人3 名の入会申請が報告され、

副会長 猿谷 徹

原案通り承認されました。

専務理事 森 美裕
特別顧問 校條 亮治

4. 第 4 号議案：平成 32 年度展示会の件
平成 32 年度開催展示会の会場確保（東京国際フ

2. 第 2 号議案：平成 30 年度諮問委員の承認（重

ォーラム）について報告され承認されました。
これによって平成 31 年（2019 年）
、平成 32 年

任、退任）を求める件
議長より平成 30 年度の諮問委員が説明され、申
請通りに承認されました。

（2020 年）
と引き続き有楽町で大型展示会を企画実
施することが内定しました。

穴沢 健明
石井 伸一郎
市川 俊一
内沼 映二
岡本 幹彦
倉持 誠一
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