
第1号議案

活動内容 開催場所 その他

4月 20日 (火） 第一回三役会（予算・決算・計画・実績）

11日 （火）
会報第32号発送作業（会報・総会延期案内・会費振込書・
広告代振込書・予算・決算・実績・計画等

かわさき市民活動センター
在宅作業

21日 （金） 全国支部長会議 学員会本部 中止

22日 （土） 学員会総会・協議委員会 学員会本部 書面審議

18日 （火） 第一回役員会　　　（予算・決算・計画・実績） ﾒｰﾙ開催

横浜白門会総会・懇親会 ﾎﾃﾙ横浜ガーデン予定 中止

春のハイキング（ハイキング同好会 中止

平塚白門会総会・懇親会 平塚ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ 中止

小田原白門会総会・懇親会 報徳二宮神社報徳会館 中止

6日 （日） 多摩川クリーン作戦 多摩川丸子橋付近 中止

大和白門会総会・講演会・懇親会 未定 中止

19日 （土） 2021年度支部総会・講演会・懇親会：（書面審議） ﾎﾃﾙ精養軒 12/11延期後も中止

15日 （火） 第二回三役会 かわさき市民活動センター 中止

相模原白門会総会・講演会・懇親会 相模原市民会館 中止

ー 藤沢白門会支部合同歴史散策 未定 中止

ー 東京世田谷区支部総会・講演会・懇親会 レストラン　スカイキャロット 中止

20日 （火） 第二回役員会 かわさき市民活動センター 中止

ー 県下合同白門会連絡協議会 藤沢市民会館2階ふじ 中止

ー 横浜港ナイトクルーズ：横浜支部主催 桜木町乗船場 中止

相模原白門会薪能鑑賞会予定 相模女子大ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 中止

17日 （火） 第三回三役会 かわさき市民活動センター 中止

川崎港港湾船による海上視察 川崎区千鳥町 中止

藤沢白門会主催地引網予定 鵠沼海岸　堀川網 中止

14日 （火） 第三回役員会 川崎市自治会館 中止

県下合同白門会ゴルフコンペ川崎支部当番幹事 清川カントリークラブ 中止

大田区支部総会・講演会･懇親会出席 大田区産業プラザPIO 中止

川崎市長（川崎の発展を考える会） 日航ﾎﾃﾙ川崎 中止

23日 （土） 箱根駅伝予選会（昭和記念公園） 昭和記念館 無観客テレビ応援

19日 （火） 第四回三役会 かわさき市民活動センター 中止

県下合同白門会（茅ヶ崎支部主催 未定 中止

9日 （火） 第五回三役会会報第33号発送作業 かわさき市民活動センター 在宅作業

ー 鎌倉歴史散歩 鎌倉神社巡り 中止

16日 （火） 第四回役員会 かわさき市民活動センター 中止

21日 （日） ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ多摩校舎 多摩校舎 オンライン実施

藤沢支部創立25周年記念祝賀会 藤沢市民会館 中止

川崎市長（励ます会施政方針中間報告） ＫＳＰ 中止

12日 （土）
2021年度総会・講演会・懇親会+年末懇親会（忘年
会）一龍齋貞奈講談師？

ﾎﾃﾙ精養軒
中止

15日 （火） 第六回三役会 かわさき市民活動センター 中止

中央大学管弦楽団演奏会 横浜みなとみらいホール 中止

2日 （土） 箱根駅伝応援（往路） 川崎中央郵便局前 無観客ﾃﾚﾋﾞ応援

3日 （日） 箱根駅伝応援（復路） 稲毛神社前 無観客ﾃﾚﾋﾞ応援

3日 （日） 新年会 一軒目茶屋 中止

18日 （火） 第五回役員会 かわさき市民活動センター 中止

藤沢支部新春の集い予定 藤沢市民会館第二展示場 中止

ー 第23回松田桜まつり 松田長松田惣領主催 中止

臨時役員会（学員会本部改選：2/26選考委員会選
考結果報告承認）

メール・電話・Fax等
開催

15日 （火） 第七回三役会 かわさき市民活動センター 中止

臨時役員会（支部総会・学術講演会・懇親会等中止
決定）

メール・電話・Fax等
開催

15日 （火） 第六回役員会 かわさき市民活動センター 中止

ー 県下合同白門会連絡事務局会議 横浜関内ホール 中止

1月

2月

※2021年4月以降の支部行事・県下行事・本部各行事等の予定は新型コロナ感染症により全て中止となった。
※2021年4月以降の支部三役会・役員会は全て中止ないしは書面・ﾒｰﾙ審議となった

2/26～3/3

3月

3/9～3/14

8月

9月

10月

11月

12月

日時

2021年度事業活動報告　　（自2021年4月1日～至2022年3月31日）

5月

6月

7月

メール・電話・Fax等書面審議



第3号議案

活動内容 開催場所 その他
10日 （火） 県下合同白門会連絡事務局会議 横浜管内ホール地下会議室 安岡幹事長・岩渕事務局長出

席

19日 （火） 第一回三役会（予算・決算・計画・実績） かわさき市民活動センター メール・書面予定

11日 （火）
会報第34号発送作業（会報・総会案内・会費振込書・
広告代振込書・予算・決算・実績・計画等

かわさき市民活動センター
在宅作業

１7日 （火） 第一回役員会 かわさき市民活動センター メール・書面予定

20日 （金） 全国支部長会議予定 多摩校舎予定

21日 （土） 学員会総会・協議委員会予定 多摩校舎予定

横浜白門会総会・懇親会 ﾎﾃﾙ横浜ガーデン

春のハイキング（ハイキング同好会

平塚白門会総会・懇親会 平塚ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ

小田原白門会総会・懇親会 報徳二宮神社報徳会館

多摩川クリーン作戦予定 多摩川丸子橋付近

大和白門会総会・講演会・懇親会 未定

11日 （土） 2022年度支部総会・学術講演会・懇親会開催 ﾎﾃﾙ精養軒 中止決定
（2022/3/14役員会）

相模原白門会総会・講演会・懇親会 相模原市民会館

21日 （火） 第二回三役会 かわさき市民活動センター 未定

藤沢白門会支部合同歴史散策 未定

東京世田谷区支部総会・講演会・懇親会 三軒茶屋レストラン　スカイキャ
ト19日 （火） 第二回役員会 自治会館 未定

県下合同白門会連絡協議会 藤沢市民会館2階ふじ

横浜港ナイトクルーズ：横浜支部主催 桜木町乗船場

相模原白門会薪能鑑賞会予定 相模女子大ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ

16日 （火） 第三回三役会 かわさき市民活動センター

川崎港港湾船による海上視察 川崎区千鳥町

藤沢白門会主催地引網予定 鵠沼海岸　堀川網

20日 （火） 第三回役員会 自治会館

県下合同白門会ゴルフコンペ川崎支部当番幹事 清川カントリー

大田区支部総会・講演会･懇親会出席 大田区産業プラザPIO

大相撲観戦鑑賞会 国技館

川崎市長（川崎の発展を考える会） 未定

ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ多摩校舎 多摩校舎

箱根駅伝予選会：本戦出場確定のため応援無し 昭和記念館 シード確定済

１8日 （火） 第四回三役会第35号会報発送作業 かわさき市民活動センター

県下合同白門会（茅ヶ崎支部主催 未定

15日 （火） 第四回役員会 かわさき市民活動センター

鎌倉歴史散歩（ハイキング同好会） 鎌倉方面

ぶらり歴史散歩 浅木宇佐近辺・食事会「魚三」

囲碁会・

川崎市長（励ます会施政方針中間報告） ＫＳＰ

１0日 （土） 2022年度年末懇親会・忘年会 ﾎﾃﾙ精養軒

20日 （火） 第五回三役会 かわさき市民活動センター

2日 （日） 箱根駅伝応援（往路） 川崎中央郵便局前

3日 （月） 箱根駅伝応援（復路） 稲毛神社前

3日 （月） 新年会 未定

大相撲初場所観戦鑑賞会 国技館

17日 （火） 第五回役員会 かわさき市民活動センター

藤沢支部新春の集い予定 藤沢市民会館第二展示場

第23回松田桜まつり 松田長松田惣領主催

21日 （火） 第六回三役会 かわさき市民活動センター

21日 （火） 第六回役員会 かわさき市民活動センター

県下合同白門会連絡事務局会議 横浜関内ホール

新型コロナ感染症による検討（2022/4/1現在）

※　新コロナ感染症関連で9月迄は三役会・役員会・行事等は中止。必要に応じて電話・メールにて開催とする
※　新コロナ感染症関連で6月開催予定の県下各白門会総会・懇親会等は延期・中止の可能性あり
※　新コロナ感染症関連で9月以降の三役会・役員会・行事等は感染状況により実施有無を判断

※新型コロナウイルス感染症が不透明なため事業計画案・予算等は前年度を踏襲して計画
※活動再開が見込まれる時は再度見直し予定

2022年度事業活動計画案　　（自2022年4月1日～至2023年3月31日）
日時

5月

7月

4月

8月

※　新コロナ感染症の収束状況等勘案し今後の予定（2022年度総会議案等を三役会（2/16）役員会（4/10予定）
にて協議（電話・ﾒｰﾙ審議による）

3月

6月

9月

10月

11月

12月

1月

2月
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