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２０１６年５月２７日 

 

 

第八回：立教セカンドステージ大学同窓会総会議案書 

 

 

同窓会会長 中島 正昭 

 

 

頭書の件、下記の通りご報告申し上げます。 

 

記 

 

 

１．議長の選任 

 

２．議事 

(１) 第１号議案：２０１５年度事業報告 

 

(２) 第２号議案：２０１５年度決算報告・監査報告 

 

（３）報告事項：A)新役員の就任  B)役員の退任          

 

（４）第３号議案：２０１６年度事業計画 

 

（５）第４号議案：２０１６年度予算案 

 

 

３．閉会の辞 

 

 

 

 

 

 

１．議長の選任 
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同窓会会則第１１条１項の規定に基づき、中島会長を議長に選任します。 

 

２．議事 

(１) 第１号議案：２０１５年度事業報告 

２０１５年度(２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日)では次の 

事業を実施しました。 

① 第７回総会の開催  ５月２９日（金） 会場：第一食堂 

② ８期生同窓会加入の勧誘（８１名加入） 

③ 講演会（小野正嗣立教大学文学部准教授）・懇親会の開催（１０月８日） 

④ 同窓会 Webサイトの刷新（１１月１日） 

⑤ 同窓会会員メーリングリストの構築・更新及びメールマガジンの発行 

⑥ 役員会（7回）、及び各委員会の開催 

 

  (２) 第２号議案：２０１５年度決算報告及び監査報告 

２０１５年度(２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日)決算   

    資料１参照 

 

（３）報告事項 

A) 新役員の就任 

５月２７日付にて、次の方々が役員に就任します。 

会 長 中島正昭（再） 

副会長 秋吉秀人（再）尾嵜 忠（再）大戸澄子（再）若井泰樹（再） 

    菅原輝美（再）高橋裕之（再）木村栄作（再）水飼芳貴（再） 

     白井誠一（新）高田佳雄（新）池内 章（新）  

総務委員長    中村 隆(新)    総務副委員長    竹澤 みほ子(新) 

財務会計委員長  太田 美奈子(新) 財務会計副委員長 小池 久雄 (新) 

広報委員長   宮﨑 弘行(新） 広報副委員長    橋詰 隆夫 (新) 

事業委員長   稲塚 正子(新)  事業副委員長     岩瀬 嘉郎 (新) 

顧 問     御守 陽治（再） 

監 事     佐野 英二（新） 山縣 暁子（新） 

 

同窓会組織図…資料３参照 

 

 

 

B) 役員の退任 

５月２７日付にて、次の方々が役員を退任します。 
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佐久間 浩（監事） 名古屋 美鳥（監事） 

石巻 修司(総務委員長)     馬淵 俊朗(総務副委員長) 

山縣 暁子(財務会計委員長)   吉岡 直子(財務会計副委員長） 

杉村 和智(広報委員長)     榎本 則男(広報副委員長) 

佐野 英二(事業委員長)     代 浩行(事業副委員長) 

 

（５）第３号議案：２０１６年度事業計画 

    ２０１６年度(２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日)は次の事業 

を計画します。 

① RSSC 設立 10 周年記念イベント「立教セカンドステージ大学・ホームカミン

グデー」について、大学側と歩調を合わせて準備を進める。（2017 年 5 月実

施予定） 

② 9期生同窓会加入への勧誘活動を積極的に展開する。 

③ 秋の講演会・懇親会を開催する。（2016年 10月 15日開催予定） 

④ 同窓会 Webサイトの機能を活用し、期生会、研究会・同好会活動の拡充と支

援を行う。 

⑤ 同窓会収支構造の見直しを検討する。 

 

(６) 第４号議案：２０１６年度予算案 

   ２０１６年度(２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日)予算 

   資料２参照 

 

以上 
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資料１ 

２０１６年５月２７日 

２０１５年度決算報告 

（２０１５年４月１日〜２０１６年３月３１日） 

 

頭書の件、下記の通りご報告申し上げます。 

立教セカンドステージ大学同窓会 

財務会計委員長  山縣 暁子 

 

２０１５年度決算報告書 

（金額単位：円） 

収入等 支出等 

前期繰越額 1,036,543 総会懇親会 225,000 

8 期生会費     (注 1）   410,000 総会事務費 3,960 

総会懇親会費  (注 2） 264,000 講演会懇親会 210,000 

同窓会懇親会費（注 3） 222,000 講演会講師謝礼 30,000 

7 期生会からの寄付金 20,000 講演会書籍代 8,310  

受取利息 168 講演会懇親会費返金 1 名 3,000 

  同窓会会費返金 1 名 5,000 

  Web サイト刷新・維持管理費 494,805 

  活動補助金 110,000 

  会場費 40,840 

  事務用品・備品 費 11320 

  支払手数料 4212 

    

収入合計 1,952,711 支出合計 1,146,447 

  次期繰越額 806,264 

(注 1)…  82 名×5,000 円＝410,000 円 

(注 2)…  88 名×3,000 円＝264,000 円 

(注 3)…  74 名×3,000 円＝222,000 円 

     (1 期生＝90 名、2 期生=97 名、3 期生=80 名、4 期生=73名、5 期生＝84 名 

      6 期生＝90 名、７期生＝89 名、8期生＝81 名） 

普通会員計 684 名、特別会員 2 名）同窓会会員合計 686 名 

通帳残高＝ 806,264 円 

 ２０１５年度の会計監査を実施した結果。帳簿の記載は正確で、関係書類並びに 

会計処理はすべて適正であり、決算書に相違ない事を認めます 

               ２０１６年 ５月  日   監事 佐久間 浩 

名古屋 美鳥 

資料２ 
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２０１６年度予算案 

（２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日） 

 

立教セカンドステージ大学同窓会 

財務会計委員長 太田 美奈子 

 

記 

 

２０１６年度予算案 

（単位：円） 

収入等 支出等 

前期繰越額 806,264 総会懇親会費用 300,000 

9 期生会費     (注 1）   425,000 総会講師謝礼 30,000 

総会懇親会費  (注 2） 300,000 講演会懇親会費用 300,000 

同窓会懇親会費（注 3） 300,000 講演会講師謝礼 30,000 

受取利息 80 Web サイト刷新・維持管理費（注 4） 250,000 

  活動補助金（注 5） 120,000 

  会場費（注 6） 40,000 

  事務用品・備品 費 10,000 

  支払手数料 5,000 

  予備費 30,000 

    

    

    

収入合計 1,831,344 支出合計 1,115,000 

  次期繰越額 716,344 

    

 

（注１）85 名×5,000 円 

（注２）100 名×3,000 円 

（注３）100 名×3,000 円 

（注４）外注費：200,000 円、維持費：50,000 円 

（注５）12 団体からの請求を想定（2015 年度実績：11 団体） 

（注６）前年実績並みを想定 
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氏名前の○数字は各期を示す
　
　

②御守陽治

②秋吉秀人　③尾崎　忠
④大戸澄子　⑤若井泰樹
⑤菅原輝美　⑥高橋浩之
⑦木村栄作　⑦水飼芳貴
①白井誠一（新）
⑧高田佳雄（新）　
⑧池内　章（新）

立教セカンドステージ大学
　同窓会組織図（2016年度）

　　
⑦佐野英二（新）
⑦山縣暁子（新）

総 会
2016年5月27日（金）

会 長
⑤中島正昭

副会長

監 事

総務委員長
⑧中村 隆（新）

財務会計委員長
⑧太田美奈子(新)

広報委員長
⑧宮﨑弘行（新）

事業委員長
⑧稲塚正子（新）

総務副委員長
⑧竹澤みほ子（新）

財務会計副委員長
⑧小池久雄（新）

広報副委員長
⑧橋詰 隆夫（新）

事業副委員長
⑧岩瀬嘉郎（新）

資料：３

顧 問

委員会アドバイザー
⑦杉村和智 ⑦榎本則男


