
人間環境大学同窓会 第１１回総会 議事録 

日時：平成 26年 10月 25日（土） 14：00～15：00 

場所：人間環境大学 Ｂ館 6階 大会議室 

 

（１）平成 25年度 事業報告が行われた。 

【同期会の支援及び補助】 

  平成 15年度卒業生（2004年 3月卒業）及び平成 20年度卒業生（2009年 3月   

卒業）を対象に実施した。 

【部会の設置】 

 同窓会活動の活性を目的に、活動の分野毎に部会を設置し運営した。 

【同窓会規約の作成・整備】 

 部会を設置したことに伴い「部会規約（案）」を作成した。 

【人間環境大学大学祭への協賛】 

 平成 26年 10月 25日（土）～26（日）の人間環境大学大学祭へ協賛した。 

（パンフレットページ買い取り） 

【同窓会会員入会記念品授与】 

  平成 24年度と同様、ボールペンを贈呈した。 

 

（２）平成 25年度 決算報告が行われた。 
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（３）平成 26年度 役員配置については以下のように承認された。 

【新役員選出】 

  新規役員  

   平成 25年度卒業生 3名（大塚礼子、近田直樹、田中智康） 

【役員配置】 

  平成 26年度の役員配置 

   ・会 長 八木一貴 

   ・副会長 藤井芳一 三嶋大介 

   ・書 記 遠藤弘子 

   ・会 計 米澤由実子 大塚礼子 

   ・監 査 野村慧 田中智康 

   ・連絡役 山内源太郎 

   ・幹 事 上記以外の役員 

 

（４）平成 26年度 事業計画（案）が示され承認された。 

 【同期会の支援及び補助】 

  平成 16年度卒業生（2005年 3月卒業）及び平成 21年度卒業生（2010年 3月   

卒業）を対象に実施し、申請があった場合は、支援及び補助を行う。 



 【同窓会会員入会記念品授与】 

  平成 25年度と同様、ボールペンを贈呈する。 

 【大学祭の協賛】 

  平成 25年度と同様に大学祭の協賛等を行う。 

 【在学生への補助】 

  大学図書館へ図書及び視聴覚等の充実のため、補助等、在学生が充実した学生生

活を行えるよう補助を行う。 

 【大同窓会の企画・実施】 

  人間環境大学創立 10周年を記念したイベントを実施する。平成 14年度卒業生～

平成 26年度卒業生およびその期間にお世話になった先生方を対象とする。 

 

（５）平成 26年度 予算（案）が示され承認された。 
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（６）その他 

   今後検討していく事項について報告があった。 

    ・事務委託の内容・見直について 

・慶弔費の規程整備を行う 

    ・退官される先生の最終講義補助について 

 

 

以上 



平成琴年度(201時10月一2014年9別

人開襟凍大学同窓会決算報告書

収入の部 

予算 們����予算差異 儖Xﾖﾂ�

前年度繰越金 ��ﾃCモﾃ�cr�1,488,167 ��� 

同窓会費 �"ﾃ##�ﾃ����2,080,000 ��3�C�ﾃ����◎20,000×104名 決済利息 

雑収入 鉄���202 ��3#唐�

合計 �2ﾃs�づccr�3,568,369 ��3�C�ﾃ#唐� 

支出の琳 

予算 ��h鐫�予算差異 儖Xﾖﾂ�

文具事務費 鉄������0 鉄�ﾃ���� 

通信費 �#S�ﾃ����117,022 ��3"ﾃ都�� 

絶会費 鉄�ﾃ����0 鉄�ﾃ���� 

役兵舎会合費 �#��ﾃ����204,320 ��3Bﾃ3#�� 

ホームページ制作女.維持管理費 ��S�ﾃ����9,240 ��C�縱c�� 

未入会者岡癒会費返金 �#�������140.000 田������ 

卒業生-の補助費 �#��ﾃ����111,617 塔づ3�2� 

在学生-の補助費 �3��ﾃ����0 �3��ﾃ���� 

大学文化事業井 ����ﾃ����122,366 ��3#"�3cb� 

事務委託費 �#��ﾃ����200,000 ��� 

慶弔費 ���ﾃ����0 ���ﾃ���� 

横立金 ��ﾃ���ﾃ����1,000,000 ��� 

予備費 涛唐ﾃccr�-0 涛唐ﾃccr� 

次年度繰越 ���1,663,804 ��3�ﾃcc2ﾃ��B� 

合計 �2ﾃs�づccr�3,568,369 ��C�ﾃ#唐� 

◆上世以外に下促の資産がある

同窓会 ��立金 

予算 佇亥｢�予井差異 儖Xﾖﾂ�

繰越金 �� �#づ�s"ﾃ3���28,072,309 ��� 

定期預金 ��新規 ��ﾃ���ﾃ����1,000,000 ��� 

雑収入 �� �3�ﾃ����1.1,229 ��3�づss��定期利息 

次年度繰 ��虐金 �#津��"ﾃ3���29,083,538 ��3�づss�� 

上紀の通り､相違ありません

平成26年9月30日 会計蛇野鶴萄



資料2

平成26年度(2014年10月-2015年9月)

人間環境大学同窓会予算

収入の部 

平成26年度予算 兌ﾙ�ﾃ#YD�7疫ﾈ蠅�備考 

前年度繰越金 ��ﾃcc2ﾃ��B�1,488,167 ��

同窓会費 �"ﾃ���ﾃ����2,220,000 ��#�ﾃ��������kﾂ�

同窓会積立金より移行 �2ﾃ���ﾃ����0 �:��ｸ檠��xｾ�.h.�ｨﾗ2�

雑収入 鉄���500 凉��y9��

合計 澱ﾃccBﾃ3�B�3,708,667 ��

支出の部 

平成26年度予算 兌ﾙ�ﾃ#YD�7疫ﾈ蠅�備考 

文具事務費 鉄�ﾃ����50,000 ��

通信費 �#S�ﾃ����250,000 ��

総会費 鉄�ﾃ����50,000 ��

役員会会合費 �#��ﾃ����200,000 ��

ホームページ制作費.維持管理費 ��S�ﾃ����150,000 ��

未入会者同窓会費返金 �#��ﾃ����200,000 ��

卒業生-の補助費 �#��ﾃ����200,000 ��(ｼhｴﾉD�宙7ｸ�ｸ8ｸ7�92唔�"�ｼh7��ｸ6X4(�ｹ^(�I:�ｨ檠^"��N�/�ｭﾈ-��

在学生-の補助費 ���300,000 �(ﾝﾘ舎�d99飲YN�)�V､"�

大学文化事業費 ���100,000 倡�-b�:H���[h嶌馼ｼiN�8,ﾗ):�ｩ�b鞏ﾘｧr��i[h嶌ﾏ�zﾈ馼ｼj2ﾘｺ8ﾘr�

同窓生.在学生文化交流事業費 鼎��ﾃ����0 

同窓会記念事業費 �2ﾃ���ﾃ����0 ��

事務委託費 �#��ﾃ����200,000 ��

慶弔費 ���ﾃ����10,000 ��

積立金 ��ﾃ���ﾃ����1,000,000 ��

予備費 涛SBﾃ3�B�998,667 ��

次年度繰越金 ���0 ��

合計 澱ﾃccBﾃ3�B�3,708,667 ��

同窓会積立金 

平成26年度予算 兌ﾙ�ﾃ#YD�7疫ﾈ蠅�備考 

定期預金繰越金 �#津��2ﾃS3��28,072,309 ��

定期預金新規 ��ﾃ���ﾃ����1,000,000 ��

同窓会記念事業費 ��#2ﾃ���ﾃ����0 ��

雑収入 �3�ﾃ����30,000 凉��r�

次年度定期預金繰越金 �#rﾃ��2ﾃS3��29,102,309 ��
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