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令和４年度(2022)岩手県人連合会総会

令和４年６月５日(日) 東天紅上野店［受付 10:00］

プログラム

総 会(11:00)

⒈開会宣言

⒉物故会員並びに被災者に黙とう

⒊会長挨拶

⒋会務報告

①令和３年度活動経過報告並びに令和４年度活動予定

②令和３年度会計報告並びに令和４年度予算報告

③会則改定・新役員報告

⒌総会決議

⒍来賓紹介･挨拶

⒎閉会宣言

懇親会(12:30)

⒈開 会

⒉乾 杯

⒊懇 談

・アトラクション 二子流東京鬼剣舞

⒋閉 会

司会 竹本恵子(一関市出身)
フリーアナウンサー

アトラクションの紹介
二子流東京鬼剣舞

北上市の周辺に伝わる鬼剣舞とは、8世紀から9世紀にかけて修験者達
が始めた悪霊退散・衆生済度の念仏踊りが起源といわれ、鬼のような面
をつけ勇壮に躍るところから｢鬼剣舞｣と呼ばれ親しまれてきました。
二子流東京鬼剣舞は、代表の小川修自庭元(芸道でいう家元)が50数年

前に高校で舞踏同好会を設立して二子鬼剣舞に取り組んだことからス
タート。平成3年第30回みちのく芸能祭りに飛び入りで参加し､その素晴
らしさに及川充庭元から口頭で二子流を認定されました。その後、平成
23年には及川栄悦庭元から改めて平成3年にさかのぼり｢認定書｣を拝受、
さらに平成28年には小川代表が及川栄悦庭元より｢庭元認定書｣と｢秘伝
書｣を拝受しています。現在小学１年生から89歳の女性まで総勢36名、
週末に稽古を続けながら首都圏で演舞を披露しています。

岩 手 県 人 連 合 会
〒104-0061
東京都中央区銀座5-15-1
南海東京ビル2階
岩手県東京事務所内
℡03-3524-8316

岩手県人連合会会報総会特集号 令和４年(2022)６月５日 (1)



令和3年
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5.23

6.1
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8.31

白土正治氏 会長代行に就任

＊新体制スタート（任期２年）

令和2年度会計監査実施 南海ビルB2会議室

＊一般会計収支決算･財政基金の監査実施

第1回役員全体会議 南海ビルB2会議室

＊県東京事務所 平井省三所長着任挨拶

＊令和2年度会計監査報告･承認

幹事会資料等発送作業 新宿サンパークビル6F

＊4月｢幹事会｣中止に伴う書面審議書類を各加盟団体へ

＊6月｢県人の集い｣中止と会長交代の報告を関係者へ

春季日赤献血奉仕活動 コロナ禍の影響で中止

＊献血協力者(47名)へ｢岩手県産乾麺｣の提供支援

白土会長代行･事務局･総務部 打合せ 南海ビルB2会議室

令和3年度｢第47回県人の集い｣コロナ禍の影響で開催中止

正副会長会議 新宿サンパークビル7Fホール

第2回役員全体会議 新宿サンパークビル7Fホール

＊4月幹事会｢書面審議」結果報告

＊令和3年度役員･部員の新体制について

＊春季日赤献血奉仕活動について

＊年会費･広告費の未収について

＊令和3年度｢予算･計画｣案の作成について

＊｢会則･規則｣改定検討委員会より報告

＊岩手県市町村主催各イベント支援について

令和3年度｢一般会計｣中間報告締切り

9.18

11.7

11.18

11.20

12.10

令和4年

1.20

3.5

正副会長会議･役員会議 南海ビルB2会議室

＊幹事会開催について

＊会報｢きずな｣33号の発行について

＊秋季献血奉仕活動の実施について

＊令和3年度｢新春の懇親会｣開催について

＊｢会則･規則｣改定検討委員会より報告

＊一般会計8月末時点の収支報告

秋季日赤献血奉仕活動 池袋駅東口広場

＊奉仕活動協力者 25名

＊献血協力者 56名

岩手県関係機関定例情報交換会 都道府県会館4F会議室

＊県及び関係企業･団体 22名出席

正副会長会議･役員会議 南海ビルB2会議室

＊秋季献血支援活動の実施報告

＊会報｢きずな｣33号作成の進捗状況

＊令和3年度｢新春の懇親会｣開催について

＊｢会則･規則｣改定検討委員会より報告

＊岩手県人連合会｢会章バッチ｣について

岩手県人連合会｢会章バッチ｣作成

会報｢きずな｣33号発送 都道府県会館15F県事務所分室

第3回役員全体会議 都道府県会館15F県事務所分室

＊会報｢きずな｣33号について

＊｢会則･規則｣改定検討について

正副会長会議 南海ビルB2会議室

第4回役員全体会議 南海ビルB2会議室

＊令和4年度｢幹事会｣開催について

＊令和4年度｢総会･県人の集い｣開催について

＊令和4年度｢年会費｣について

＊｢会則･規則｣改定検討について

＊岩手県人連合会｢創立50周年記念誌｣発行について

＊｢会章バッチ｣について

＊会報｢きずな33号｣広告費入金状況について

＊令和4年度｢春季日赤献血奉仕活動｣について

岩手県人連合会 令和４年度 活動予定

①４月 令和4年度#1幹事会開催 ⑤11月 秋季日赤献血奉仕活動

②５月 春季日赤献血奉仕活動 ⑥１月 会報｢きずな第34号｣発行

③６月 第48回｢岩手県人の集い｣開催 ⑦２月 新春懇親会開催

④８月 令和4年度#2幹事会開催

令 和 ３ 年 度 活 動 経 過 報 告

岩手県人連合会会報 総会特集号(2) 令和４年(2022)６月５日



総 会 決 議

岩手県人連合会は｢郷土を見つめる愛着心｣を失わず、次の６項目を基本課題とし、

全員一丸となって県勢躍進の一翼を担って行こう。

１．「東日本大震災津波等からの復興」を支援しよう。

２．「郷土愛に根ざした会員の親睦と交流」を深めよう。

３．「岩手ふるさと市町村産品販売の協力と活性化」を支援しよう。

４．「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致」に協力しよう。

５．「岩手ファンを増やし岩手への定住･交流の拡大」に協力しよう。

６．「岩手の世界文化遺産の魅力をＰＲ」して観光を支援しよう。

以上、決議する。

令和４年６月５日 第４８回岩手県人連合会総会

岩手県人連合会役員等一覧（令和4年度）

職 名 氏 名 所 属 団 体

総務部長 菊地 英雄 岩谷堂高校関東圏同窓会

総務部副部長 菅野 徹 首都圏奥州市江刺人会

総 務 部 間 重二 久慈ふるさと会

総 務 部 平野 恵美子 東京宮古同郷会

総 務 部 及川 薫 首都圏奥州市江刺人会

財務部長 佐々木 健一 盛岡三高鵬同窓会関東支部

財務部副部長 及川 武 東京大東会

事業部長 小林 満 ふるさと大槌会

事業部副部長 菊池 昭二 遠野郷人会

事 業 部 山川 裕一 東京盛岡ふるさと会

事 業 部 昆 洋隆 在京二戸人会

事 業 部 三浦 千波 在京白堊会

事 業 部 平間 真紀子 釜石はまゆり会

広報部長 佐々木 泰二 東京宮古同郷会

広報部副部長 新沼 岩保 首都圏さんりく大船渡人会

職 名 氏 名 所 属 団 体

会 長 白土 正治 東京宮古同郷会

副 会 長 福島 義雄 東京大野つばさ会

副 会 長 戸田 純 在京白堊会

副 会 長 佐藤 敏郎 一関ふるさと会

副 会 長 瀬川 紘一 在京花巻人会

副 会 長 石森 寛 釜石はまゆり会

事務局長 曽部 篤治 一関二高同窓会関東支部

監 事 千葉 幸嗣 在京関中一高会

監 事 及川 謙 岩谷堂高校関東圏同窓会

職 名 氏 名 旧 役 職

名誉会員 瀬川 爾朗 会長

名誉会員 鈴木 文彦 会長

名誉会員 坂本 已由 事務局長

名誉会員 高橋 仁 総務部長

名誉会員 折笠 英夫 副会長

名誉会員 伊藤 昭助 副会長

名誉会員 小島 守正 副会長

名誉会員 藤井 則夫 事務局長

岩手県人連合会会報 総会特集号(4) 令和４年(2022)６月５日

職 名 氏 名 所 属 団 体

参 与 平井 省三 岩手県東京事務所みちのく会

参 与 菅原 智広 岩手日報社東京支社

参 与 八木 宏樹 IBC岩手放送東京支社



令和４年４月１日現在

岩手県人連合会会報総会特集号 令和４年(2022)６月５日 (5)

団体名 代表者 連合会幹事 連絡担当者 連 絡 担 当 者 住 所

二戸地区

在京ふるさと浄法寺会 清川　和廣 清川　和廣 中塩　房子 330-0042 さいたま市浦和区木崎5-33-1 090-1762-3453

在京二戸人会 昆　洋隆 五日市　進 昆　洋隆 277-0945 柏市しいの木台4-36-16 047-383-1162

在京一戸人会 坂本　俊夫 金田一　栄 金田一　寿 175-0045 板橋区西台3-10-14 03-3935-2464

在京九戸村ふるさと会 市橋　賢悟 市橋　賢悟 市橋　賢悟 259-1133 伊勢原市東大竹1376-3 0463-96-4791

東京福陵会 高瀬　雅一 高瀬　雅一 清水　透 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川1-12-605 070-3542-8715

在京軽米会 吉岡　篤 大村　吉美 畑澤　康弘 146-0081 大田区仲池上1-26-18-308 090-2326-5345

久慈地区

久慈ふるさと会 佐々木　務 間　重二 間　重二 207-0012 東大和市新堀2-1097-42 042-564-7263

野田はまなす会 久慈　士郎 桜庭　昌吾 久慈　士郎 271-1165 我孫子市並木7-15-6 090-5567-5795

ふるさと普代会 野崎　和幸 野崎　和幸 金子　得栄 201-0012 狛江市中和泉1-20-5 03-3488-8373

東京大野つばさ会 福島　義雄 福島　義雄 木村　寛 262-0005 千葉市花見川区こてはし台6-28-1 043-257-7767

久慈高校同窓会東京支部 外館　悟 崎山　恵子 外館　悟 277-0017 柏市東柏2-9-8 04-7163-7737

久慈地区高校東京同窓会 三上　承治 吉橋　久男 吉橋　久男 227-0065 横浜市青葉区恩田町1157-13 090-2554-1613

盛岡地区

在京雫石町友会 髙畑昭四郎 髙畑昭四郎 髙畑昭四郎 274-0815 船橋市西習志野3-37-4 047-463-7689

紫波町ふるさと会 鷹觜　清一 鷹觜　清一 弥勒地　功 144-0051 大田区西蒲田3-3-1 090-3914-5202

ふるさと矢巾会 山崎　重人 山崎　重人 山崎　重人 154-0014 世田谷区新町1-9-14-501 03-3420-5747

八幡平ふるさと会 伊藤　彰 米内　幸夫 米内　幸夫 176-0013 練馬区豊玉中2-28-9 090-6653-3225

葛巻ふるさと会 落宰　房夫 落宰　房夫 落宰　房夫 273-0001 船橋市市場4-1-2-209 047-422-4876

岩手町ふるさと会 立花　功 立花　功 藤澤　祐介 028-4395 岩手郡岩手町大字五日市10-44岩手町役場企画商工課内 0195-62-2111

東京盛岡ふるさと会 笹田　学 笹田　学 佐藤　明彦 100-0012 千代田区日比谷公園1-3市政会館5階盛岡市東京事務所 03-3595-7101

在京白堊会 戸田　純 三浦　千波 藤井　則夫 143-0015 大田区大森西2-17-4-201 070-4291-1031

東京柏葉会 菅野　巧 山川　裕一 山川　裕一 340-0055 草加市清門3-23-1 048-941-8352

盛岡二高白梅同窓会東京支部 村上　一枝 村上　一枝 橋本　聡子 150-0021 渋谷区恵比寿西2-10-1 090-2011-1193

盛商同窓会東京支部 高橋　弘美 工藤　三男 工藤　三男 190-0022 立川市錦町4-4-20 090-2621-1580

盛工同窓会東京支部 山崎　重人 嘉倉　治 鈴木　正敏 111-0043 台東区駒形2-4-18フジドウビル302 090-2560-4991

東京石桜同窓会 前関　邦明 佐藤　忠男 佐藤　忠男 124-0004 葛飾区東堀切3-28-10 090-3240-5821

滝沢ふるさと会 上田　常恭 上田　常恭 木下　昇三 020-0692 滝沢市中鵜飼55滝沢市役所企画政策課 019-656-6561

平舘高校同窓会東京支部 高橋　和一 白川　博春 白川　博春 125-0054 葛飾区高砂2-31-17 03-3672-4475

盛岡三高鵬同窓会関東支部 後藤　良平 安保　亮 山脇　浩子 155-0032 世田谷区代沢3-7-8 03-3795-7679

岩手中部地区

在京花巻ふるさと会 瀬川　紘一 高橋　良光 高橋　良光 102-0072 千代田区飯田橋4-4-8東京中央ビル603号 03-6256-8082

北上ふるさと会 渡邊嘉二郞 菅野　建弘 菅野　建弘 133-0052 江戸川区東小岩1-19-19 090-5422-0947

胆江地区

首都圏奥州市江刺人会 菊池　光彦 菊池　光彦 菅野　徹 215-0024 川崎市麻生区白鳥4-17-13 044-986-2620

江刺ふるさと会 菊地　愛典 中原　ヨシ 及川　伸 350-1165 川越市南台3-1-5-205 090-9319-4273

在京金ケ崎人会 阿部　敬 金澤　志年 金澤　志年 211-0063 川崎市中原区小杉町1-542 044-711-2310

前沢ふるさと会 金子　光志 千葉　敏 千葉　敏 272-0034 市川市市川2－23－9 047-321-2898

首都圏水沢人会 梅原　岑生 梅原　岑生 千葉　俊雄 213-0032 川崎市高津区久地1-3-10 044-811-6581

水農同窓会東京支部 小原　末男 石川　詔一 石川　詔一 343-0857 越谷市新越谷2-168-9 048-989-6687

岩谷堂高校関東圏同窓会 菊地　英雄 菊地　英雄 及川　謙 123-0851 足立区梅田7-17-10ｳﾞｨﾗﾊﾟﾙﾌｪ302及川謙税理士事務所内 03-5888-4665



岩手県人連合会会報 総会特集号(6) 令和４年(2022)６月５日

団体名 代表者 連合会幹事 連絡担当者 連 絡 担 当 者 住 所

宮古地区

東京宮古同郷会 白土　正治 白土　正治 白土　正治 336-0018 さいたま市南区南本町2-14-3-1308 090-2217-8035

ふる里山田同郷の会 小川　俶弘 小川　俶弘 佐藤　満 343-0821 越谷市瓦曽根1－6－6 048-966-4663

岩泉町ふるさと会 木川　正博 木川　正博 大崎　秀人 170-0012 豊島区上池袋1-6-2 03-3918-6402

在京田野畑村ふるさと会 小原　八郎 前原　克郎 前原　克郎 355-0214 比企郡嵐山町志賀222-68 0493-62-6834

東京岩水会 白土　正治 大村　延夫 大村　延夫 340-0002 草加市青柳7-33-7 090-7222-0702

釜石地区

釜石はまゆり会 石森　寛 藤原　孝次 藤原　孝次 264-0033 千葉市若葉区都賀の台1-19-2 043-256-8853

ふるさと大槌会 金崎雄三郎 金崎雄三郎 金崎雄三郎 184-0012 小金井市中町3-14-23 042-207-5527

みやもりふるさと会 菅原團三郎 菅原團三郎 熊谷　雅也 261-0003 千葉市美浜区高浜4-10-5棟206号 043-278-8087

釜石高校同窓会関東支部 石森　寛 石森　寛 多田　傑 242-0006 大和市南林間6-30-4 046-276-1722

遠野郷人会 多田　晃 伊藤　功 伊藤　功 270-2203 松戸市六高台7-66-1-620 047-383-8597

釜石商工高校同窓会関東支部 波岡　實 波岡　實 波岡　實 160-0002 新宿区四谷坂町12-21コモンズ(株)内 03-3566-1932

一関いわい地区

千厩町ふる里会 山口紀代子 村上　和男 小山　勝一 135-0016 江東区東陽5-18-4 03-3647-7515

一関ふるさと会 佐藤　敏郎 佐藤　敏郎 佐藤　敏郎 273-0043 船橋市行田町365-1-205 047-429-3575

岩手川崎ふるさと会 及川　忠雄 及川　忠雄 小野寺重喜 029-0803 一関市千厩町千厩字八ツ尾沢47-5 080-3382-5840

東山町ふるさと会 伊藤　公榮 伊藤　公榮 高橋　栄 355-0037 東松山市若松町2-8-25 090-8856-4777

東京大東会 簗瀬　勝夫 永澤　繁 永澤　繁 203-0011 東久留米市大門町2-6-2-303 042-476-0595

大原同郷人会 菅原　啓氏 阿部　克也 熊谷　幸夫 114-0012 北区田端新町1-27-12ＣＴビル1102 03-3810-6433

ふるさと花泉会 皆川　弘美 皆川　弘美 鈴木　第也 164-0001 中野区中野4-4-11黒澤合同事務所内 03-3388-9638

ふるさと平泉会 西村　専次 浅利　日和 浅利　日和 203-0031 東久留米市南町4-3-41 042-461-3762

藤沢ふるさと会 小野　春芳 小野　春芳 熊谷　博 194-0043 町田市成瀬台3-39-18 042-721-7623

在京関中一高会 伊藤　東平 千葉　幸嗣 千葉　幸嗣 341-0018 三郷市早稲田6-1-2 048-958-9144

千厩高校同窓会東京支会 別府　勇 別府　勇 村上　勇 136-0076 江東区南砂2-3-6-1314 03-3647-4688

一関二高同窓会関東支部 吉廣　克之 曽部　篤治 曽部　篤治 359-1128 所沢市金山町2-3-101 04-2923-5496

気仙地区

在京陸前高田人会 熊谷　博文 熊谷　博文 熊谷　博文 279-0021 浦安市富岡3-1-1-304 047-353-1905

首都圏さんりく大船渡人会 門馬　幸夫 新沼　岩保 鈴木　浩二 145-0064 大田区上池台1-32-11-303 03-3729-5431

ふるさと住田会 高橋　精一 熊谷　富雄 熊谷　富雄 339-0065 さいたま市岩槻区宮町2-2-34 048-757-6187

在京広田人会 村上　豊 村上　豊 村上　豊 345-0823 南埼玉郡宮代町宮代2-2-17 048-031-0944

首都圏県人会

ベごっこ会(在京国税岩手県人会) 高橋孝一郎 高橋孝一郎 佐藤　文雄 130-0022 墨田区江東橋4-10-12-204 03-6659-4226

鎌倉岩手県人会 早川　正行 熊谷　吉次 早川　正行 253-0006 茅ヶ崎市堤1069 0467-52-4669

湘南岩手県人会 山崎　時彦 山崎　時彦 山崎　時彦 242-0116 三浦郡葉山町下山口1411-9 046-857-9126

四街道市岩手県人会 朝橋　忠三 朝橋　忠三 朝橋　忠三 264-0021 千葉市若葉区若松町443-23 043-231-6887

横浜岩手県人会 千葉　信行 千葉　信行 梅田　政勝 241-0816 横浜市旭区笹野台4-20-10 045-362-8313

岩手県人会茨城支部 根子　清 角田　功 角田　功 319-3523 久慈郡大子町袋田1483-5 0295-72-3370

企業関係

岩手銀行東京営業部 松本　真一 松本　真一 松本　真一 103-0023 中央区日本橋本町4-4-2東山ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5F 03-3270-1631

北日本銀行東京支店 小寺　雄太 小寺　雄太 小寺　雄太 101-0054 千代田区神田錦町1-8 03-3294-0151

東北銀行東京支店 齋坂　勝士 齋坂　勝士 齋坂　勝士 103-0022 中央区日本橋室町3-4-7日本橋室町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F 03-3270-2851

岩手日報東京支社 菅原　智広 菅原　智広 菅原　智広 104-0061 中央区銀座7-12-14大栄会館 03-3541-4346

IBC岩手放送東京支社 八木　宏樹 八木　宏樹 八木　宏樹 104-0061 港区赤坂2-21-8　2F 03-5797-7671

県事務所みちのく会 平井　省三 平井　省三 平井　省三 104-0061 中央区銀座5-15-1南海東京ﾋﾞﾙ2F 03-3524-8316

戸田建設岩手県人会 佐藤　一寿 佐藤　一寿 佐藤　一寿 104-0032 中央区八丁堀2-8-5　戸田建設アセット営業部 050-3818-5629

岩手日日新聞社東京支社 跡部　聖文 跡部　聖文 跡部　聖文 104-0061 中央区銀座7-13-6サガミビル7階 03-3524-8130



岩 手 県 人 連 合 会 会 則

（名称）
第１条 本会は、岩手県人連合会（以下「本会」という）と称する。

（目的）
第２条 本会は、岩手県内各市町村出身者の親睦会、同窓会等の団体が、相互に親睦と交流を図り、岩手

県等との連携を緊密にし、郷土岩手の発展に寄与する事を目的とする。

（事務所）
第３条 本会の主たる事務所を、下記住所の岩手県東京事務所内に置く。

東京都中央区銀座５－１５－１ 南海東京ビル２階 岩手県東京事務所

（会員）
第４条 本会は、次の会員によって構成する。

(１) 団体会員
東京都及びその近郊に居住する岩手県人で組織する親睦会及び同窓会等の団体

(２) 賛助会員
岩手県に関係ある団体で、幹事会が必要と認めた者

(３) 入退会の取り扱いは別に定める。

（役員）
第５条 役員の区分は次の通りとする。

(１) 会長 １名
(２) 副会長 ５名以内（地区推薦）
(３) 事務局長 １名
(４) 各部長（総務･財務･事業･広報） ４名
(５) 監事 ２名

（役員の任務）
第６条 役員の任務は次の通りとする。

(１) 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
(２) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。
(３) 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、会務を行う。
(４) 各部長の主担務は「各部･委員会設置規則」に定める。
(５) 監事は、本会の会計並びに業務を監査し、役員会並びに幹事会に報告する。

（役員の選出）
第７条 役員の選出は、会長･副会長を以って構成する役員推薦委員会を設置し、人事案を策定する。
(２) 役員推薦委員会の諮問に基づき、役員会にて決定し、直近の幹事会並びに総会に報告する。

（役員の任期）
第８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。但し、継続任期は８年とする。欠員により選任された

者の任期は前任者の残任期間とする。

（名誉会員）
第９条 本会に顧問及び参与（以下「名誉会員」という）を置くことができる。
(２) 名誉会員の任免は、役員推薦委員会の諮問に基づき役員会で決定し、会長が委嘱する。
(３) 名誉会員に関する取扱いは別に定める。

（会議の種類）
第10条 本会の会議は、正副会長会議、役員会、各部会、幹事会とする。
(２) 各種会議の構成並びに運営については、別に定める。
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（幹事会）
第11条 幹事会は、本会の最高決議機関とする。
(２) 幹事会は、団体会員の代表者が幹事となり、幹事会を構成する。
(３) 団体会員は、代表者に代わって本会の幹事となるべき者１名を、予め指名し連合会本部に登録で

きる。
(４) 幹事会は、年１回以上開催するものとし、会長が招集する。また幹事の３分の２以上の要請があ

る場合及び必要に応じて幹事会を招集しなければならない。
(５) 幹事会の開催は、対面（集合）開催を原則とする。但し、天災地変等対面開催が困難と役員会に

て決議した場合は、書面決議に代替する事ができる。
(６) 幹事会の議長は、出席幹事及び役員の中から選出する。
(７) 幹事会の議決は出席者の過半数を以って決とする。欠席幹事は書面にて賛否評決を行うものとす

る。

（役員会）
第12条 役員会は、幹事会の議決に基づいて、年度方針並びに諸活動計画の執行機関とする。

（幹事会の審議事項）
第13条 幹事会は、役員会からの提案を基に、次の事項について審議する。

(１) 会則の改廃
(２) 予算･決算の承認
(３) 年度方針と活動計画の承認
(４) 役員の選出･承認
(５) その他、本会にとって重要な事項

（総会等）
第14条 本会は、年１回「新春の懇親会」「総会（岩手県人の集い）」を開催する。
(２) 「総会（岩手県人の集い）」に於いて年間活動･会計･人事及びその他主要事項の報告をする。

（会計）
第15条 本会の会計は、会費及び寄付金をもって充てる。
(２) 団体会員、賛助会員は別に定める規則に基づき年会費を納入する。
(３) 会計年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日をもって終わる。
(４) 会計に関する詳細は、別に定める。

（各部会、委員会）
第16条 本会の活動を推進するために各部会及び課題対応のため委員会を設けることができる。
(２) 各部会及び委員会の運営については、別に定める。

（会則の改正）
第17条 此の会則の改正は、役員会の提案に基づき幹事会にて行う。

以 上

〈岩手県人連合会設立年月日〉昭和５０年５月１７日

（附則）
１．本会の会則は、昭和５６年５月３１日から実施する。
２．昭和６２年７月１２日の総会で一部改正
３．平成６年５月１５日の総会で一部改正
４．平成２３年７月２０日の合同幹事会で一部改正
５．平成２４年６月１０日の総会で一部改正
６．平成２９年３月３０日の幹事会で一部改正
７．令和４年４月２３日の幹事会で一部改正
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