
2023年度 修正版

ＯＪＯＣ第16回総会資料

日時 2023年4月15日（土）午後6時00分
場所 RVパークホテルスターランド

総会次第

１．開会の言葉

２．代表幹事挨拶

３．議事

1)規約の修正
2)２０２２年度役員の承認
3)２０２１年度事業報告
4)２０２２年度事業計画案の提案
5)２０２１年度決算報告
6)２０２２年度予算案の提案
7)その他

４．閉会の言葉



- 1 -

☆ 検討改正点

１号議案「規約の修正」（案）
予定議案は無し。会員から提案があれば検討。

２号議案「２０２３年度ＯＪＯＣ役員」

○代表幹事 浦上裕文（幹事長）

○幹事 富岡保彦（yasu、師匠）［広報担当］呑み担当・本部サーバー管理者
○幹事 近藤実（kondo、料理長）［例会食材調達］創作料理の師
○幹事 大政俊昭（まさ）［燃料］ さすらいの鉄道人

○幹事 小熊健（パパクマ）［会計］空飛ぶジュニアオーナー

○幹事 川上一雄（kazusan）［庶務］山の上のアクティブマン

〇幹事 雨宮一彦(あめぞ～)［行事企画］超豪華キャンカーオーナー

☆○幹事 新池伸二（漂流ハイゼット）[メンテ]中国･四国支部長兼務

☆○幹事 小坂浩二（こまりん号運転手）[車両情報]もの知りオーナー

○支部長 北海道 空席

東北 土井 洋（donkame）みちのくの総大将
中部 田中健司（けんけん）松本ベースオーナー

関西 山本雅志（サーファー）サーバー管理者

中国・四国 新池伸二（漂流ハイゼット）ジュニアメンテ総裁

九州・沖縄 空席



３号議案「２０２２年度事業報告」

日付 回 オフ会タイトル 場所 担当(仮) 備 考

2022.4.9～4.10 107 第15回総会 ハイブリッド 幹事長 Zoom

2022.7.16～7/18 関西オフ 白川渡キャンプ場 渋腸 車旅人合同

2022.8.6～8.7 108 ブルーベリーオフ 猪苗代宇川農園 幹事長

2022.10.8～10/10 109 信州松本観劇オフ 松本ベース パパクマ

2022.12.10～11 110 忘年会 かわせみ河原 料理長

2023.4月4.15～4.16 111 第16回総会 ホテルスターランド 幹事長

☆本部会計に関与しないミニオフ数回実施

４号議案「２０２３年度事業計画」

日付 回 オフ会タイトル 場所 担当(仮) 備 考

2023.4月4.15～4.16 111 第16回総会 ホテルスターランド 幹事長

2023.6.3～6.4? 112 韮崎キャンプオフ 釜無川河川緑地 あめぞう? 総会第二候補地でキャンプ☆

2023.7.15～7/17 関西オフ 白川渡キャンプ場 渋腸 車旅人合同

2023.8.5～8.6 113 ブルーベリーオフ 猪苗代宇川農園 幹事長

2023.10.7～10/9? 信州松本そば祭り 松本ベース？

2023.12.9～10 114 忘年会 かわせみ河原 料理長

2024.2 オフ オンライン 幹事長 ☆

2024.4.13～4.14 115 第17回総会 スターらんど 幹事長 ☆

☆状況に合わせて その他のミニオフ・オンラインオフ会適宜実施

５号議案「２０２２年度決算報告」

別紙

６号議案「２０２３年度予算案」

略
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旧会則 新会則 2017.4.8発効 改正の趣旨説明など

（名称・所在地） （名称・所在地） アウトドアジュニアオーナーであるこ
第 １ 条 本クラブは名称をアウトドアジュニアオーナー 第 １ 条 本クラブは名称をＯＪＯＣと称し、事務局を代 とのの縛りをなくす趣旨から名称を変
ズクラブ（略称：ＯＪＯＣ）と称し、事務局を代表幹事宅 表幹事宅に置く。 更しました。
に置く。

（目 的） （目 的）
第 ２ 条 ＯＪＯＣはオフ会、メーリングリスト、ホーム 第 ２ 条 ＯＪＯＣはオフ会、メーリングリスト、webサ 友好拡大を第一義にしました。アウト
ページ等を通して会員相互の親睦を図り、併せて「アウト イト(「車旅人」等)を通して会員相互の親睦を図り、併せ ドアジュニアは生産終了しているの
ドアジュニア」の普及に寄与する事を目的とする。 てその親睦の輪を広げる事を目的とする。 で、「普及」は不適当と判断しました。

HPも廃止しています。
（活動内容） （活動内容）
第 ４ 条 ＯＪＯＣは次の活動を行う。 第 ３ 条 ＯＪＯＣは次の活動を行う。 第3条がなかったので条文調整しまし
１．年間７～１０回程の例会の実施。 １．例会の実施。 た。
１－２－１．各支部主催のミニオフ会の実施。 １－２ 各支部及び会員個人主催のミニオフ会の実施。 定例オフの回数を決めず、ミニオフを
－２－２．なお、各支部主催のミニオフ会は、条件を ２．広報・親睦・情報交換のため、メーリングリスト 開催しやすくしました。

満たした場合、役員会の認証により例会（本 、webサイト(「車旅人」等)の運営。 事実上「車旅人」で情報が交換されて
部主催）とする事が出来る。 ３．その他前条の目的を達成するために必要な活動。 いるので、現状に合わせました。
条件とは５台以上の参加と役員の多数の賛
同とする。

２．普及・広報・親睦・情報交換のため、メー
リングリストの運営。

３．「アウトドアジュニア」普及のための各種
活動。

４．その他前条の目的を達成するために必要な
活動。

（会員の資格・権利） （会員の資格・権利）
第 ５ 条 会員は本会員（キャンピングカー「アウトドア 第 ４ 条 会員はＡ会員（キャンピングカー「アウトドア 便宜上会員の区別をしますが、アウト
ジュニア」の所有者及びその家族）と準会員（所有予定者 ジュニア」の所有者及びその家族）とＢ会員（「アウトド ドアジュニアオーナーで有る無いに拘
等）に分かれ、どちらの会員も、本クラブの活動に自由に アジュニア」以外のキャンピングカーの所有者及びその家 わらず皆同等の立場で会を運営出来る
参加できる権利を有する。 族）とＣ会員（キャンピングカーを所有していない会員） ようにしました。
また、準会員は「アウトドアジュニア」を所有した時点で に分かれ、どの会員も、同等の権利を有する。
本会員となる事とする。

（入会の資格） （入会の資格）
第 ６ 条 本会に入会できる者は、会の目的に賛同し活動 第 ５ 条 本会に入会できる者は、会の目的に賛同し活動 特に変更はありません。
できる者とする。 できる者とする。
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（代表者とその権限） （代表者とその権限）
第 ７ 条 代表幹事はＯＪＯＣを代表し、会務を統括する。 第 ６ 条 代表幹事はＯＪＯＣを代表し、会務を統括する。 特に変更はありません。

（役員・会計監査） （役員・会計監査）
第 ８ 条 ＯＪＯＣは次の役員を置く。 第 ７ 条 ＯＪＯＣは次の役員を置く。 幹事の人数を緩くし、４～６名程度を

代表幹事‥１名（渉外・連絡調整等） 代表幹事‥１名（渉外・連絡調整等） 可能としました。
幹事‥‥‥５名（広報、例会食材調達、会計、 幹事‥‥‥５名程度（広報、例会食材調達、会 支部長は実情に合わせました。

燃料担当、庶務） 計、燃料担当、庶務、行事企画 等）
会計監査‥１名 会計監査‥１名
支部長‥‥６名（各地方での情報収集及び、ア 支部長‥‥６名(北海道、東北、中部、関西、

ウトドアジュニアの普及。北海道、 中国・四国、九州・沖縄の各支部。
東北、中部、関西、中国・四国、九 ※関東支部は代表幹事が兼任）
州・沖縄の各支部。※関東支部は代 置くことが望ましいが、当面置かな
表幹事が兼任） いことも出来る。
また各支部には副支部長を置くこと また各支部には副支部長を置くこと
ができる。 ができる。

（役員・会計監査の選出と任期） （役員・会計監査の選出と任期）
第 ９ 条 役員は、本会員の中から選出し、任期は１年と 第 ８ 条 役員は、会員の中から選出し、任期は１年とし、 誰でも役員になれるようにしました。
し、総会にて承認され決定する。ただし、会員よりの異議 総会にて承認され決定する。ただし、会員よりの異議など
などが無ければ、総会の承認の元に再任される。 が無ければ、総会の承認の元に再任される。

（総会・役員会） （総会・役員会）
第１０条 １．本会は、年１回の総会および必要に応じて 第 ９ 条 １．本会は、年１回の総会および必要に応じて ホームページが廃止されているので実
臨時総会を開催し、次の事項について審議する。 臨時総会を開催し、次の事項について審議する。 情に合わせました。
総会は、当日の出席者及び、欠席者の意思表示メールにて 総会は、当日の出席者及び、欠席者の意思表示メールにて
行われる。 行われる。
議事は、出席者及び、欠席者の意思表示メールの過半数の 議事は、出席者及び、欠席者の意思表示メールの過半数の
賛成により決定する。 賛成により決定する。
無届欠席者（意思表示のない会員）は委任したものとみな 無届欠席者（意思表示のない会員）は委任したものとみな
す。 す。

（１）事業計画 （１）規約改正
（２）規約改正 （２）事業報告・計画
（３）その他必要事項 （３）会計報告・予算提案

２．総会は、通常毎年４月に行われ、同月の例 （４）その他必要事項
会を兼ねる。 ２．総会は、通常毎年４月に行われ、同月の例

３．総会の決議事項は、事前にホームページな 会を兼ねる。
どに掲示する。 ３．総会の決議事項は、事前にネット上に公開

４．欠席者は、前日までにメールなどにより、 する。
その権利を行使できる。 ※当日は不可。 ４．欠席者は、前日までにメールなどにより、
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５．総会の決議事項は、終了後すみやかにホー その権利を行使できる。 ※当日は不可。
ムページなどで報告する。 ５．総会の決議事項は、終了後すみやかにネッ

６．役員会は必要に応じて開催し、会の運営に ト上で報告する。
ついて協議する。 ６．役員会は必要に応じて開催し、会の運営に

ついて協議する。

（会費等） （会費等）
第１１条 １．入会金・会費は徴収しない。 第１０条 １．入会金・月や年の会費は徴収しない。 大きな変更点ですが、今後の支出に対

２．ＯＪＯＣの必要経費は、例会参加費（通常、 ２．ＯＪＯＣは備品購入、慶弔費等様々な支出 応出来るよう、お金が残るやり方にし
大人１５００円、中学生・高校生１０００ に備え、基金を持つ。 ました。
円、小学生５００円）。寄付、グッズ販売 ３．ＯＪＯＣの例会経費は、例会参加費（通常、
などの収入によって賄う。 大人１５００円、中学生・高校生１０００

円、小学生５００円）。寄付などの収入に
よって賄う。

４．例会経費が赤字になった場合、参加者で按
分し、ＯＪＯＣの基金からは拠出しない。

５．例会経費が黒字になった場合、ＯＪＯＣ基
金に組み入れ、参加者に返金はしない。

（会計年度） （会計年度）
第１２条 ＯＪＯＣの会計年度は、毎年４月１日より翌年 第１１条 ＯＪＯＣの会計年度は、毎年４月１日より翌年 以下変更ありません。
３月３１日までとする。 ３月３１日までとする。

（会計報告） （会計報告）
第１３条 ＯＪＯＣの会計報告は、総会（通常４月）にて 第１２条 ＯＪＯＣの会計報告は、総会（通常４月）にて
に行う。 に行う。

（免責） （免責）
第１４条 ＯＪＯＣの主催する例会・行事に参加する際は 第１３条 ＯＪＯＣの主催する例会・行事に参加する際は
現地集合・現地解散とし、催事場内において万一事故等が 現地集合・現地解散とし、催事場内において万一事故等が
発生した場合は各自の責任とし、運営側には一切理責任が 発生した場合は各自の責任とし、運営側には一切理責任が
無いものとする。 無いものとする。

〔付則〕 この規約は２００７年４月１４日より施行する。 〔付則〕 この規約は２００７年４月１４日より施行する。
２００８年４月１９日一部改正 ２００８年４月１９日一部改正
２０１５年４月１８日一部改正 ２０１５年４月１８日一部改正

２０１７年４月８日全面改正
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［慶弔規定］ ［慶弔規定］
アウトドアジュニアオーナーズクラブ会員に慶弔のあった アウトドアジュニアオーナーズクラブ会員に慶弔のあった 支出を抑え、かつ範囲を少し広げまし
時の慶弔金等は、本規定の定めるところによる。 時の慶弔金等は、本規定の定めるところによる。 た。
第１条（慶弔金） 第１条（慶弔金）
慶弔金を贈る場合の範囲は次の通りとする。 慶弔金を贈る場合の範囲は次の通りとする。
１．本人の結婚 結婚祝金 １０,０００円 １．会員本人の結婚 結婚祝金 ５,０００円
２．本人の死亡 弔 慰 金 １０,０００円 ２．会員本人の死亡 弔 慰 金 ５,０００円

第２条（慶弔電報） 第２条（慶弔電報）
本人の結婚又は死亡、一親等の親族に慶弔があった場合 本人の結婚又は死亡、一親等の親族に慶弔があった場合

は、慶弔電報を打つ。 は、慶弔電報を打つ。
第３条（慶弔の申告） 第３条（慶弔の申告）
慶弔金及び慶弔電報は、本人又はその家族からの慶弔の 慶弔金及び慶弔電報は、本人又はその家族からの慶弔の

申告による。 申告による。

付則 付則
第４条 本規定は、平成２６年４月１９日より施行する。 本規定は、平成２６年４月１９日より施行する。
第５条 この規定に定める各条の規定は実情に応じ協議の この規定に定める各条の規定は実情に応じ協議の上補足、
上補足、削除変更することができる。 削除変更することができる。

２０１７年４月８日一部改正



２０２３年度年間計画

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1
2
3 憲法記念日 韮崎オフ 文化の日
4 みどりの日 韮崎オフ
5 こどもの日 ブルーベリー
6 ブルーベリー
7
8 成人の日
9 スポーツの日 忘年会
10 忘年会
11 山の日 建国記念理非
12 振替休日
13
14
15 15回総会 関西オフ
16 15回総会 関西オフ
17 海の日
18 敬老の日
19
20 春分の日
21
22
23 秋分の日 勤労感謝の日 天皇誕生日
24
25
26
27
28
29 昭和の日
30 オンラインで
31



会員名簿
No 氏名 ＨＮ 住所 車 備考

1 浦上裕文 幹事長 埼玉県志木市 2WDAT 2004/04 代表幹事 A

2 富岡保彦 yasu師匠 埼玉県川越市 4WDMT 幹事（広報）呑み担当 A

4 近藤実 maimai 埼玉県深谷市 自作 幹事（食材）料理長 Ｂ

5 大政俊昭 まさ 埼玉県比企郡滑川町 4WDAT 2007/02 幹事（燃料） B

6 小熊健 パパクマ 東京都西東京市 4WDAT 2007/12 幹事（会計）ｵｸﾞﾏｰﾒﾝ担当 A

7 土井 洋 donkame 宮城県仙台市 4WDAT 2008/06 支部長（東北） A

9 山本雅志 サーファー 大阪府柏原市 4WDAT 支部長（関西）サーバ管理者 A

10 川上一雄 kazusan 埼玉県入間市 2WDAT 2002/01 幹事（庶務） A

11 雨宮一彦 あめぞ～ 千葉県市川市 アドリア 幹事（行事企画） B

12 田中健司 けんけん 長野県松本市 4WDAT 支部長（中部）松本ﾍﾞｰｽｵｰﾅｰ A

13 新池伸二 漂流ﾊｲｾﾞｯﾄ 香川県坂出市 2WDAT 支部長（中国四国） A

14 小坂浩二 こまりん号運転手 神奈川県二宮町 4WDMT 2004 ＋わんわん・にゃんこ A

15 高野茂 しげぼう 東京都杉並区 パエリア担当 C

16 藤井 龍成 たっつん 東京都中野区 ﾊｲｴｰｽ B

17 森下裕 temujin 和歌山県西牟婁郡上富田町 2WDAT 2007/07 A

18 寺井義明 はと号 東京都江東区 名誉幹事 C

19 今井陽一 moto-jr 埼玉県川口市 4WDAT 2007/05 セミプロカメラマン A

20 柳田茂 改造 埼玉県川口市 ｺﾙﾄﾞﾗﾝﾃﾞｨ B

21 永橋 輝一 kira_ichi 大阪府貝塚市 4WDMT 2008/04 関西4号 お笑い担当 A

22 遠藤功 Hey 神奈川県秦野市 4WDAT 2008/03 A

23 神歴 百合虎 千葉県いすみ市 自作 復活 B

24 大野智明 かめきち 東京都板橋区 4WDAT Ａ

25 安岡信宏 やつ 山梨県北杜市 ファーゴ 他

26 TOMY 静岡県静岡市 2WDAT 2002/11 A

27 杉本卓也 たっきー☆ 高知県高知市 C

28 吉野克己 ｶﾂ 東京都あきる野市 2WDAT 丸窓 A

29 西海敬恭 にっしゃん 神奈川県藤沢市 4WDMT 2007/03 A

30 旅人 東京都町田市 2WDAT 2009/05 ログジュニア A

31 室越 勝信 群馬県太田市 2WDAT 2008/02 A

32 菅原卓哉 ｸﾏﾄﾗの父 大阪府大阪市 4WDAT 2008/04 A

33 佐藤栄治 神奈川県横浜市 2WDAT 2006/06 A

34 小川博幸 千葉県千葉市 4WDAT 2007/11 A

35 峯村清一 mako 長野県須坂市 4WDAT 2008/05 A

36 諸沢成浩 神奈川県海老名市 4WDAT 2006/11 A

37 上田斉 Tsuyoshi 神奈川県横浜市 2WDAT A

28 西場裕一 裕樹パパ 埼玉県鶴ヶ島市 2WDAT 2003/07 A

39 永井達也 さくらパパ 埼玉県朝霞市 4WDAT 2006/12 A

40 博多っこ 東京都八王子市 2WDAT 2005/10 A

41 堤直規 ばけ 東京都小金井市 4WDAT 2008/01 A

42 小番一弘 KAZU 東京都目黒区・北海道千歳市 C

43 三崎登 misakiパパ 千葉県市原市 4WDAT 2007/01 A

44 比栄哲二 甲斐太郎 山梨県甲斐市 4WDAT 2003/03 A

45 高橋 智 たかはし 静岡県三島市 2WDAT 2004/01 A

46 山元広史 東京都中野区 アルファ B

久間輝彦 老クマ 埼玉県志木市 永久名誉会長 逝去

大池武夫 静岡県島田市 名誉支部長 逝去


