
造園植物材料データファイル購入費	
16,660

アーバンガーデニング制作費（一部）	
1,660,550	

前払い（総会）	 20,000	
合　計	 3,873,350 円
差引残高	 1,758,747 円

②基金報告
（令和 2 年 8月31日現在）
　前年度残高	 6,186,505
花葉会予算へ繰入れ　▲ 3,000,000

　事務費（振込手数料、残高証明書
　発行手数料）	 ▲ 1,314
　預金利息	 37
　合　計	 3,185,228	円

議題の報告を行う國分副会長

（3）令和元年度法人財務報告及
び監査報告
　石川監事より法人としての決算報
告書の説明がなされました。また、
監査報告として、会計および業務が、
適正・正確に行われていることが報
告されました。

（4）令和２年度事業計画（案）
　國分副会長より、下記の通り、令
和 2 年度の事業計画案が提案されま
した。また、渡辺会長より「花葉」は、
39 号よりカラー版に切り替え、発行
費も以前より大幅に削減できる見込
みであることが報告されました。「フ
ラワータウンスケ―ピング」の発行の
経緯についても、説明がなされまし
た。事業計画案は、総会で承認され

【議　題】
（1）令和元年度事業報告
　國分副会長より、下記の通り、令
和元年度の事業報告がなされました。
①令和元年 10月12日総会
②令和元年 12月27日花葉 38 号
　発行
③幹部会の開催は、令和元年 12月
　14日、令和2年2月11日、6月20日、
　8月22日、9月19日の 5 回。
　※海外園芸事情調査、花葉サマー
　セミナーについては、新型コロナ
　ウイルスの影響により中止。

（2）令和元年度会計報告
　國分副会長より、下記の通り、令
和元年度の会計報告がなされました。
①一般会計報告

（令和元年 9月～令和 2 年 8月）
収入の部

（令和 2 年 8月31日現在）
前年度繰越金	 　　　1,311,323
基金より繰入	 3,000,000
会報広告料（38 号）	 895,000
寄付金	 396,759
1000 属検定料	 9,000
総会往復はがき受取人払用事務室預け	

20,000
預金利息	 15	
合　計	 5,632,097 円

支出の部
印刷費	 0
会報関係	 915,281
通信費	 21,402
運送費	 3,263
総会費（記念品代等）	 124,681
会議費	 56,771
事務費	 542,504
人件費	 411,698
慶弔費	 0
税金	 70,000
日本花普及センター賛助金	

30,540

　令和元年度一般社団法人花葉会の
総会が、令和 2 年 10月10日（土）
13：30より、千葉大学環境健康フィー
ルド科学センターで開催されました。
今年度はオンラインでの総会参加も
実施。出席者は37 名でした。
　総会は、久保田芳久幹部の司会
進行で、定刻通り開始。令和元年度
より会長に就任した渡辺均教授より、
開会の挨拶が行われました。

渡辺会長による開会挨拶

　そして、千葉大学の近況報告とし
て、つぎのようなお話がありました。
「松戸キャンパスの図書館の新設」、
「全員留学と学費の値上げ」などの
大学の取り組み、「柏の葉キャンパス
南側敷地の貸出検討」や「大学の
コロナ対応」などについて。花葉会
に関しては、役員の任期満了に伴う、
令和２年度以降の運営管理体制につ
いてなどです。
　長岡求理事長が議長に選出され、
議題に入りました。

議長に選出された長岡理事長

花葉情報

花葉会総会
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ました。
①「花葉」39 号発行
②花産業必修 1000 属検定試験
③花葉サマーセミナー2021
④フラワータウンスケ―ピングの発行
⑤海外園芸事情調査
⑥総会、花葉会賞の贈呈
⑦その他

（5）令和 2 年度一般会計予算（案）
　國分副会長より、下記の通り、令
和 2 年度の会計予算案が提案され、
承認されました。

収入の部
前年度繰越金	 1,758,747	
基金より繰入	 1,500,000	
会報広告料（39 号分）	 895,000
寄付金収入	 100,000	
合　計	 4,253,747 円

支出の部
印刷費	 30,000
会報関係	 900,000	
通信費	 20,000	
運送費	 30,000
総会費（記念品代等）	 150,000
会議費	 100,000
事務費	 120,000
人件費	 350,000
慶弔費	 100,000
税金	 70,000
フラワータウンスケーピング制作費	

1,660,550
予備費	 723,197
合　計	 4,253,747 円

（6）令和 2、3 年度　役員の選任
および運営管理体制について
　渡辺会長より、令和 2、3 年度の
役員の選任および運営管理体制につ
いて、下記の通り提案され、承認さ
れました。

令和 2 年度　一般社団法人花葉会
幹部社員（案）
任期：令和 2 年 9 月 1 日～令和 4
年 8月31日
会長・代表理事：渡辺　均
理事長・代表理事：福永哲也（新任）
副会長・理事：國分　尚、
　　　　　　　武内嘉一郎

副理事長・理事：大林修一（新任）、
　　　　　　　　吉田　智（新任）
理事：髙橋耕一（新任）、
　　　松原紀嘉（新任）、山田幸子
監事：石川君子、小黒　晃（新任）
顧問：安藤敏夫、三吉一光
相談役：長岡　求（新任）
幹部社員（留任 12 名）　　　　　　　
猪熊雅雄、上田善弘、草間祐輔、
黒沼尊紀（事務局長）、佐々木秀典、
田中桃三、田旗裕也、富山昌克、
西原彩子、野本寿久、山口まり、
山下容子

幹部社員（退任 6 名）
熱田　健、上原恵美、小笠原誓、
久保田芳久、村井千里、望田明利
　　　　　　
幹部社員（新任 14 名）
秋葉伸之（A 緑花㈱・造園施工・茨城）
石田裕一（丸石園芸㈱・中卸・大阪）
鴨川知弘（平田機工㈱・千葉）
佐々木北斗（豊明花き㈱・愛知）
竹下大学（キリンビール㈱・育種・東京）
月江成人（㈱プランタス・兵庫）
登坂哲也（登坂園芸・群馬）
中川雅博（㈱サカタのタネ・育種・静岡）
平野修司（鉢花生産・愛知）
文蔵雄嗣（切花・フリージア生産・茨城）
前田和昭	（前田ナーサリー・ツバキ生
産・愛知）
三浦基彰（㈲三浦園芸・愛知）
村上智弘（㈱フラワーオークション
ジャパン・東京）
山本岳史（豊明花き㈱・愛知）

以上 40 名（五十音順）

（7）退任役員・退任幹部挨拶
　令和元年度で退任する役員および
幹部を代表し、久保田芳久幹部、望
田明利幹部より、挨拶を賜りました。
これまでの活動の経緯とともに、新
役員ならびに新幹部による花葉会の
更なる発展への期待が述べられまし
た。

退任挨拶を行う久保田氏

退任挨拶を行う望田氏

（8）新役員・新幹部社員挨拶
　令和 2 年度より新役員となる理事
長、副理事長、理事、そして新幹部
社員の方々より、挨拶を賜りました。

就任挨拶を行う福永新理事長

就任挨拶を行う吉田新副理事長

就任挨拶を行う大林新副理事長
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（6） 花 卉 産 業 必 修 1000 属 検 定　
合格者報告
　國分副会長より、令和元年度の C
級合格者が 2 名であったことが報告
されました。

（7）花産業と花葉会の今後につ
いて
　安藤顧問より、花葉会は「大学の
トップ」と「花産業のトップ」の二頭
立てで、花産業のために、尽力して
きた経緯が説明されました。令和２
年度以降の新体制でも、「二頭立て」
で尽力してほしい旨、意見が出され
ました。
　長岡理事長より、令和元年度で理
事長を退任し、令和 2 年度以降は、
相談役に就任することが報告されまし
た。また、これまでの活動の経緯とと
もに、新役員ならびに新幹部による
花葉会の更なる発展への期待が述べ
られました。

文責：事務局

断および決議は、理事会が行う。
　なお、鴨川新幹部は役員の定年制
の対象となることから、安藤顧問より
鴨川新幹部を推薦した経緯について
説明がなされました。また、余人をもっ
て代えがたい人材である旨も説明が
ありました。

（4）鈴木司氏への感謝状贈呈に
ついて
　長岡理事長より令和元年度第 4 回
運営幹部会において、今年度幹部を
退任された鈴木司氏へ、感謝状を贈
呈することとなった旨、報告がなされ
ました。また、これまでの鈴木司氏
の花葉会ならびに花卉産業への貢献
と業績について紹介がなされました。

（5）定款の一部変更について
　國分副会長より、令和元年度第 5
回運営幹部会において、下記の通り、
定款の一部改定を行なったことが報
告されました。
　
第 24 条（代表理事等）に理事長を
補佐する副理事長職（2 名以内）を
加えた。

【報　告】
（1）事業年度中の役員の一部改

選について
　國分副会長より、令和元年度第 2
回幹部会において、以下の改選が承
認されたことが報告されました。
会長退任　三吉一光
幹部退任　鈴木司
会長就任　渡辺均　（（兼）事務局長）
顧問就任　安藤敏夫、三吉一光

（2）花葉会賞について
　國分副会長より、新型コロナウイ
ルスの感染が収束していない現状を
踏まえ、今年度は花葉会賞の授与な
らびに受賞者講演を実施しなかった
ことが報告されました。

（3）役員ならびに幹部社員の定
年制について
　國分副会長より、令和元年度第 4
回運営幹部会において、役員の定年
制が下記の通り設けられたことが報
告されました。
代表理事・理事・事務局長：65 歳
　但し、余人をもって代え難い場合
は、定年制の対象外とする。その判

花葉会クリアファイル　販売のお知らせ
一般社団法人花葉会では、クリアファイルを販売しております。
花のデザイン画（バイモ、アジサイ、クズ）と花葉会のロゴをプリントし、シンプルに仕上げました。是非ご活用下さい。

　　　　①バイモ（表面）　　　　②アジサイ（表面）　　　　③クズ（表面）　　　　　　（裏面共通）

サイズ：A4 サイズ　のみ　　販売価格：3 枚セット　300 円（税込み）
販売方法：下記の方法で販売致します
　（1）総会、セミナー、見学会等イベントでの直接頒布
　（2）お電話、FAX もしくは花葉会ホームページの申込みフォームからお申込み下さい
　　　〒 277-0882　柏市柏の葉 6-2-1　千葉大学環境健康フィールド科学センター内　一般社団法人花葉会事務局
　　　TEL&FAX：04-7137-8106　E-MAIL：kayokai@kayokai.net
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