
正会員の皆さまへ 
令和３年３⽉ 23 ⽇ 

特定⾮営利活動法⼈ 郵趣振興協会 
代表理事 吉 ⽥ 敬 

 
総会招集通知 

拝啓 平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、当協会では総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申し上げます。 
 なお、当⽇ご出席願えない場合は、お⼿数ながら臨時総会参考書類をご検討の
うえ、次の⽅法により議決権をご⾏使くださいますようお願い申し上げます。 
【書⾯（郵送もしくは電⼦メール）による議決権⾏使の場合】 
同封の議決権⾏使書⽤紙に議案に対する賛否をご表⽰のうえ、令和 3 年 3 ⽉ 30
⽇（⽕曜⽇）午後 5 時 45 分までに到着するようご返送ください。 
 

敬具 
  

記 
1. ⽇時 令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇（⽔曜⽇）午後 9 時 
2. 場所 吉⽥敬事務所 

   （千代⽥区麹町４−７ パークハウス麹町プレイス８０３号室） 
3. 決議事項 

 第 1 号議案 理事 4 名選任の件 
 第２号議案 監事１名選任の件 
 

以上 
  



議決権⾏使書 
 
特定⾮営利活動法⼈郵趣振興協会御中 
 
 

私は、令和３年３⽉ 31 ⽇開催の、貴協会の総会における各議案につき、下
記（賛否を○印で表⽰）のとおり議決権を⾏使致します。 

 
令和３年３⽉  ⽇ 

         ご芳名          
 
 
 

第 1 号議案    賛成    反対 
第２号議案    賛成    反対 

 
 

以上 
 
 
 
 
 
  送信先電⼦メール info@kitte.com 

送信先ファクス  03-6700-1585 



議案および参考事項 
 
 
第 1 号議案 理事 4 名 選任の件 
   
 平成３１年４⽉１⽇（2019 年）からの２年間の間に選任された理事５名の任
期が令和３年３⽉３１⽇（2021 年）を持って終了する。これに伴い理事への⽴
候補を会報等を通じて募ったところ、4 名の⽴候補があり、全員を候補者とする。 
 
候補者名（５０⾳順） 

菊地恵実 
斎享 
横⼭裕三 
吉⽥敬 

 
 
第 2 号議案 監事１名選任の件 
 

 平成３１年４⽉１⽇（2019 年）からの２年間の間に選任された監事１名の任
期が令和３年３⽉３１⽇（2021 年）を持って終了する。これに伴い、以下の者
を監事候補とする。 
 
候補者名 
守川環 

  



インターネットによるライブ配信に関するご案内 
 

総会の議事進⾏の状況をインターネットを通じてリアルタイムでご視聴いた
だけるようライブ配信を⾏います。 
 
ライブ配信のご視聴⽅法 

開催⽇時: 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇(⽔曜⽇)午後９時  
(午後８時 55 分よりライブ配信にご参加いただけます。) 

 
ライブ配信をご視聴頂ける⽅ 

特定⾮営利活動法⼈ 郵趣振興協会 正会員 
 
配信⽅法：ZOOM（アプリ） 
 2021 年 3 ⽉ 29 ⽇までに電⼦メールでご案内差し上げます。 
 
 
ライブ配信の受付に関する注意事項 
l ライブ配信をご視聴される正会員様は総会当⽇の決議にご参加いただくこ

とができません。あらかじめ、書⾯の郵送⼜はインターネットを通じて事前
に議決権を⾏使くださいますようお願い申し上げます。 

l ライブ配信は後⽇オンデマンド配信を⾏う予定がございますので、あらかじ
めご了承ください。  

l ライブ配信は、ご使⽤の機器や通信環境の状況等により、ご視聴いただけな
い場合がございます。  

l ライブ配信のご視聴及び事前質問の受付の際に発⽣するプロバイダ及び通
信事業者の料⾦(接続料⾦等)は、正会員様のご負担となります。 

  



（資料） 
 
現理事および理事候補の⼀覧 

* COVID-19 の流⾏を受けて、2020 年度の理事会は、決議事項のある時を除き
開催を中⽌しました。 
* ⾏徳国宏理事より、年齢および COVID-19 の流⾏により参加しての⼿伝いが
難しいことから任期末を持ち、理事をご退任されたい旨ご連絡をいただきまし
た。これまでの当協会への貢献に感謝いたします。 
* 池⽥健三郎理事からは、2019 年前半にご多忙のため当協会の経営への参加が
困難となった旨お申し出頂きました。また、任期末を持ち理事をご退任された
い旨ご連絡をいただきました。これまでの当協会への貢献に感謝いたします。 
 
 
現監事および監事候補の⼀覧 

候補者 ⽒名 現職 会員種別 就任⽇ 
理事会出席回数 

2019 年度 2020 年度 
 横⼭裕三 監事 正会員 2019.6.12 4回中 4回 2回中 2回 

○ 守川環  正会員  - - 
*監事は、定款の定める理事会出席メンバーではありませんが、当協会ではガ
バナンス強化の為、2019 年 10 ⽉中旬以降開催の理事会について、監事のご出
席を求めています。 
 

候補者 ⽒名 現職 会員種別 就任⽇ 
理事会出席回数 

2019 年度 2020 年度 
 池⽥健三郎 理事 賛助会員 2017.4.14 9回中 1回 2回中 2回 

○ 菊地恵実 理事 正会員 2019.12.28 1回中 1回 2回中 2回 
 ⾏徳国宏 理事 正会員 2017.4.14 9回中 9回 2回中 2回 

○ 斎享 理事 正会員 2019.12.28 1回中 1回 2回中 2回 
○ 横⼭裕三 監事 正会員 - - - 
○ 吉⽥敬 代表理事 正会員 2017.4.14 9回中 9回 2回中 2回 



理事立候補届（自薦）
年　　　月　　　日

特定非営利活動法人 郵趣振興協会 代表理事 殿

届出者氏名　 .

特定非営利活動法人 郵趣振興協会の、第５期・６期（2021 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 
31日）の、理事を決める総会に自薦します。総会提出議案の理事候補資料に加えていただきま
すようご検討ください。

記

立候補者氏名
現任・新任の区分 いずれかにチェック

・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事です。
・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事ではありません。

2019 年 4月 1日から本日
迄の、在任期間中の実績

*新任理事は会員等として
の当協会への貢献について
記入してください。

第５期・６期の抱負

理事立候補届（自薦）の提出期限：2021年３月 20日

3 9

地恵実

菊地恵実

(1)スタンペックスジャパン2020 における実行委員および
COVID-19対応による作品改善指導事業の諸作業（2）WEB
セミナーにおける司会アシスタント（3)スタンペックスジャ
パン2021における事務局としての作品募集はじめ開催に向け
た諸作業

（１）当協会事業内での積極的なサポート（2) WEBセミ
ナー、オンライン例会、郵趣イベントへの積極的な参加で
郵趣の認知、振興に務める（3）収集歴の短い者ならでは
の気づ付きや初心者の躓きを協会に提言し、改善策につな
げる。（4）協会の更なる社会認知に求められる多様性を実
現する為に間違いを恐れずに積極的に発言する。

2021

菊



理事立候補届（自薦）
年　　　月　　　日

特定非営利活動法人 郵趣振興協会 代表理事 殿

届出者氏名　 .

特定非営利活動法人 郵趣振興協会の、第５期・６期（2021年 4月 1日～ 2023年 3月 31
日）の、理事を決める総会に自薦します。総会提出議案の理事候補資料に加えていただきます
ようご検討ください。

記

立候補者氏名
現任・新任の区分 いずれかにチェック

・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事です。
・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事ではありません。

2019 年 4月 1日から本日
迄の、在任期間中の実績

*新任理事は会員等として
の当協会への貢献について
記入してください。

第５期・６期の抱負

理事立候補届（自薦）の提出期限：2021年３月 20日

斎享

ZOOM例会での日本切手、昭和切手の開催

ZOOM例会の開催
Ｗｅｂセミナーの強化

2021          3                 17

斎享

✔



理事立候補届（自薦）
年　　　月　　　日

特定非営利活動法人 郵趣振興協会 代表理事 殿

届出者氏名　 .

特定非営利活動法人 郵趣振興協会の、第５期・６期（2021年 4月 1日～ 2023年 3月 31
日）の、理事を決める総会に自薦します。総会提出議案の理事候補資料に加えていただきます
ようご検討ください。

記

立候補者氏名
現任・新任の区分 いずれかにチェック

・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事です。
・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事ではありません。

2019 年 4月 1日から本日
迄の、在任期間中の実績

*新任理事は会員等として
の当協会への貢献について
記入してください。

第５期・６期の抱負

理事立候補届（自薦）の提出期限：2021年３月 20日

れ



理事立候補届（自薦）
年　　　月　　　日

特定非営利活動法人 郵趣振興協会 代表理事 殿

届出者氏名　 .

特定非営利活動法人 郵趣振興協会の、第５期・６期（2021年 4月 1日～ 2023年 3月 31
日）の、理事を決める総会に自薦します。総会提出議案の理事候補資料に加えていただきます
ようご検討ください。

記

立候補者氏名
現任・新任の区分 いずれかにチェック

・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事です。
・現在、特定非営利活動法人 郵趣振興協会の理事ではありません。

2019 年 4月 1日から本日
迄の、在任期間中の実績

*新任理事は会員等として
の当協会への貢献について
記入してください。

第５期・６期の抱負

理事立候補届（自薦）の提出期限：2021年３月 20日

吉田敬

（１）理事2名、監事1名に加えて多くのご協力者を当協会の
活動に新たにお招きした事（２）代表理事3名体制の廃止等
のガバナンス強化（３）「切手コレクション展示パネル」改
修プロジェクトの完遂（４） スタンペックスジャパン事業の
開始（５）郵博切手展など既存事業および総務・経理作業

（１）より多くのフィラテリストを当協会のご協力者にお招
きする事（２） 前任期間中に開始した、ガバナンス強化の更
なる徹底（３） 郵博切手展・スタンペックスジャパン・オ
ンライン例会支援等の既存事業の遂行と改善（３） WEBセ
ミナーによる郵趣振興への挑戦

2021             3              8

吉田敬

✔
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