
 

 

 

第 38 回定期総会 

 

2021 年 6 月 13 日(日) 
 

１．開会 

２．支部長挨拶 

３．議長選出 

４．議事録署名人指名 

５．議案 

議案１ 2020 年度事業報告について 

議案２ 同 決算報告について 

議案３ 同 会計監査報告 

議案４ 2021 年度事業計画(案)について 

議案５ 同 予算（案）について 

６．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央大学学員会日野支部 

 
 



 

議案１ 2020 年度事業報告について 

【2020 年度事業報告】 

 

１ 会員相互の交流・親睦 

（１）第３７回定期総会 

開催日時 ２０２０年９月１３日（日）１6：0０～ 

開催場所 多摩平交流センター 集会室 3-1・3-2 

出 席 者 ４人 委任状１３人 議決権行使１６人 

総会議事 

開会 

支部長挨拶 

議長選出 

議事録署名人指名 

議案 

議案１ ２０１９年度事業報告について 

議案２ 同 決算報告について 

議案３ 同 会計監査報告 

議案４ 役員改選について 

議案５ ２０２０年度事業計画(案)について 

議案６ 同 予算（案）について 

議案７ その他 

閉会 

 

（２）懇親会  

新型コロナウィルス感染防止のため実施せず 

 

（３）ホームカミングデー 

開催日時 ２０２０年１０月４日（日）１０：００～ 

開催場所 中央大学多摩キャンパス 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

（４）初詣・新年会 

開催日時 ２０２１年１月２４日（日） 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

（５）親睦旅行会 



 

開催日時 ２０２１年２月１３日（土）～１４日（日） 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

 

（６）同好会活動の推進 

１）二輪同好会 

・バイクツーリング 

開 催 日 10/31（静岡方面），12/6（千葉方面） 

・二輪同好会ホームページ運営 

 

２）ゴルフ同好会 

・ゴルフコンペの企画・参加 

  ２０２０年６月５日（金） 

  新型コロナウィルス感染拡大のため中止 

 

（８）支部会員の親睦活動 

１）二水会の開催 

 開催日時 毎月 第二水曜日 午後６時～ 

 開催場所 JR 日野駅「麒麟坊」 

 6/10 オンラインにて開催 

 その他は新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

２ 大学及び学員と市民との交流 

（１）みんなと一緒の運動会 

日野市社会福祉協議会・東京日野ライオンズクラブ主催 

開催日時 ２０２０年１０月４日（日）１０：００～１５：００ 

開催場所 日野市 

主な業務 競技用具の用意・片付け、選手誘導、会場整理ボランティア 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

（２）箱根駅伝予選会応援  

開催日時 ２０２０年１０月１７日（土）９：３５～ 

開催場所 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園 

新型コロナウィルス感染防止のため無観客での開催 

支部での応援は実施せず 



 

３ 他組織との交流・親睦 

（１）学員会本部の行事へ参加 総会・協議員会・公開講座等 

１）全国支部長会議 

開 催 日 ２０２０年５月１５日（金） 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

２）学員協議員会・学員定期総会 

開 催 日 ２０２０年５月１６日（土） 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

４ 支部組織の充実 

ホームページ、フェイスブック等を利用して支部入会の勧誘を行った結果、数名の

入会に繋がったが、今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で多くの支部事業

が実施できず新規参加は得らなかった。 

 

５ ホームページ、フェイスブック等の適宜更新 

昨今普及しているスマートフォンや、ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（ＳＮＳ）の常用化に対応するべく、また最新の技術とセキュリティー、流行のア

イ・キャッチ・デザイン、さらに会員自ら掲載内容の更新作業が可能となるコンテ

ンツ・マネージメント・システム（ＣＭＳ）を取り入れたホームページへ、２０１

６年１２月１日（木）全面的にリニューアルをし、これにより各種行事や企画への

出欠回答等もホームページから可能となる機能を搭載して、継続的に運用してい

る。 

（1） ホームページ 

https://www.hakumon-hino.com/index.html 

（2） メール 

info@hakumon-hino.com 

（3） Facebook  

https://www.facebook.com/hinoshibu.chuouniv?ref=hl 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

議案２ ２０２０年度 決算報告について 

議案３ ２０２０年度 会計監査報告 

議案４ ２０２１年度事業計画(案)について 

 

【２０２１年度事業計画（案）】 

１ 会員相互の交流・親睦 

（１）第３８回定期総会  

開催日時 ２０２１年６月１３日（日）１０：００～ 

開催場所 日野市立中央福祉センター 

総会議事 

開会 

支部長挨拶 

議長選出 

議事録署名人指名 

議案 

議案１ ２０２０年度事業報告について 

議案２ 同 決算報告について 

議案３ 同 会計監査報告 

議案４ ２０２１年度事業計画(案)について 

議案５ 同 予算（案）について 

議案６ その他 

閉会 

 

（２）懇親会  

 新型コロナウィルス感染防止のため実施せず 

 

（３）ホームカミングデー  

開催日時 2021 年 11 月 21 日（日） 

開催場所 オンラインでの開催 

参加企画 詳細未定 

 

（４）親睦旅行会 

開催日時 未定行  先 未定 



 

※今後の新型コロナウィルスの感染状況やワクチン接種状況を勘案して判断する 

 

 

（５）初詣・新年会 

開催日  未定 

開催場所 未定 

※今後の新型コロナウィルスの感染状況やワクチン接種状況を勘案して判断する 

 

 

（６）同好会活動の推進 

１）二輪同好会 

・バイクツーリング 

※今後の新型コロナウィルスの感染状況やワクチン接種状況を勘案して判断する 

・二輪同好会のホームページ運営 

  

（７）支部会員の親睦活動 

１）二水会の開催 

開催日時 毎月 第二水曜日 １８時～ 

開催場所 JR 日野駅「麒麟坊」 

新型コロナウィルス感染拡大により２０２１年６月開催分まで中止 

4/1４ オンラインにて開催 

※７月以降の開催については、今後の新型コロナウィルスの感染状況やワクチン

接種状況を勘案して判断する 

 

 

２ 大学及び学員と市民との交流 

（１）中央大学学術講演会  

開催日時 ２０２１年９月２５日（土）１４：００～ 

会  場 日野市立中央福祉センター 

講  師 工藤裕子氏 中央大学法学部教授 

新型コロナウィルス感染拡大により中止と致します 

 

 

（２）みんなと一緒の運動会 

主  催 日野市社会福祉協議会・東京日野ライオンズクラブ  



 

開催日時 ２０２１年９月２６日（日）１０：００～１５：００ 

開催場所 日野市市民の森ふれあいホール 

主な業務 競技用具の用意・片付け、選手誘導、会場整理ボランティア 

     開催方法、支部での支援については未定 

※今後の新型コロナウィルスの感染状況やワクチン接種状況を勘案して判断する 

 

（３）箱根駅伝予選会応援  

開催日時 ２０２１年１０月１６日（土）９：３５～ 

開催場所 陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園 

    詳細未定 

 

（４）現役学生の応援 文化系学生の公演会参加、体育系学生の大会応援等 

 

３ 他組織との交流・親睦 

（１）学員会本部の行事へ参加 総会・協議員会・公開講座等 

（２）三多摩連絡協議会主催行事へ参加 総会・その他 

（３）近隣支部との交流 総会・その他 

※今後の新型コロナウィルスの感染状況やワクチン接種状況を勘案して判断する 

 

４ 支部組織の充実 

会員拡大 市内在住・在勤学員へ支部入会の勧誘を行う。 

 

５ ホームページ・フェースブックの適宜更新 

（１）ホームページ https://www.hakumon-hino.com/index.html 

（２）Eメール info@hakumon-hino.com 

（３）Facebook https://www.facebook.com/hinoshibu.chuouniv?ref=hl 

 

議案５ ２０２１年度予算（案）について 

 



収入の部 （単位　円）
科目 予算額 流用充当額 決算額 増減（△）

総会会費 180,000 0 △ 180,000
総会祝金 20,000 0 △ 20,000
新年会会費 180,000 0 △ 180,000
役員寄附金 20,000 5,000 △ 15,000
学術講演会協賛金 200,000 0 △ 200,000
支部交付金 180,000 106,000 △ 74,000
預金利息 500 12 △ 488
雑収入 30,000 0 △ 30,000
小計Ａ 810,500 111,012 △ 699,488

前期繰越金Ｂ 1,326,777 1,469,789 143,012

合計Ｃ＝Ａ+Ｂ 2,137,277 1,580,801 △ 556,476

支出の部 （単位　円）
科目 予算額 流用充当額 決算額 増減（△）

事務局費 1,000 0 1,000
印刷通信費 70,000 5,253 64,747
諸会費 80,000 0 80,000
学術講演会諸費用 200,000 0 200,000
総会費 180,000 0 180,000
新年会費 180,000 0 180,000
役員会費 1,000 0 1,000
他行事費 180,000 0 180,000
雑費 20,000 5,000 15,000
予備費 30,000 0 30,000
小計Ｄ 942,000 10,253 931,747

次期繰越金Ｅ＝Ｃ-Ｄ 1,195,277 0 1,570,548 △ 375,271

合計Ｆ＝Ｄ+Ｅ 2,137,277 0 1,580,801 556,476

収　支　計　算　書
自　令和２年４月　１日
至　令和３年３月３１日

議案２，議案３



Ver.2

単位:円

種別 金額
流動資産

多摩信用金庫日野支店　普通口座 1,166,483
ゆうちょ銀行　通常口座 404,065
現金 0
資産の部合計 1,570,548

種別 金額
流動負債

未払金　 0
預り金 0
負債の部合計(A) 0
次期繰越金 1,570,548
純資産合計(B) 1,570,548
負債及び純資産の部合計(A)+(B) 1,570,548

上記のとおり報告致します。

令和３年６月１４日

　中央大学学員会日野支部

　支部長　田中哲也　　㊞

　会　計　二澤英治　　㊞

　会　計　堀口勝裕　　㊞

　中央大学学員会日野支部

　監　査　佐野栄一　　㊞

　監　査　甲　康枝 　　㊞

中央大学学員会日野支部財産目録
令和３年３月３１日現在

資産の部

負債の部

支部長から提出された関係書類により、証拠書類を照合した結果、経理及び会計
処理はいずれも符合しており誤りのないことを確認した。

議案２，議案３



収入の部 （単位　円）
科目 本年度予算額 前年度予算額 増減（△）

総会会費 10,000 180,000 △ 170,000
総会祝金 0 20,000 △ 20,000
新年会会費 10,000 180,000 △ 170,000
役員寄附金 10,000 20,000 △ 10,000
学術講演会協賛金 0 200,000 △ 200,000
支部交付金 100,000 180,000 △ 80,000
預金利息 500 500 0
雑収入 10,000 30,000 △ 20,000
小計(A) 140,500 810,500 △ 670,000

前期繰越金(B) 1,570,548 1,326,777 243,771

0
合計(C=A+B) 1,711,048 2,137,277 △ 426,229

支出の部 （単位　円）
科目 本年度予算額 前年度予算額 増減（△）

事務局費 1,000 1,000 0
印刷通信費 10,000 70,000 △ 60,000
諸会費 10,000 80,000 △ 70,000
学術講演会諸費用 10,000 200,000 △ 190,000
総会費 10,000 180,000 △ 170,000
新年会費 10,000 180,000 △ 170,000
役員会費 10,000 1,000 9,000
他行事費 10,000 180,000 △ 170,000
雑費 10,000 20,000 △ 10,000
予備費 30,000 30,000 0
小計(D) 111,000 942,000 △ 831,000

次期繰越金(E=C-D) 1,600,048 1,195,277 404,771

0
合計(F=D+E) 1,711,048 2,137,277 △ 426,229

収　支　予　算　書　（案）
自　令和３年４月　１日
至　令和４年３月３１日

議案５
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