
 

 

令和３年度 修友会 総会 

式 次 第 
 

 

 

 

         

 

 

 議 事 審 議    

  

第１号議案 令和２年度事業報告ならびに収支決算(監査)報告の件・・・Ｐ１ 

第２号議案 令和３年度事業計画ならびに収支予算の件・・・・・・・・Ｐ２ 

      令和２・３年度役員一覧・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回令和４年度のフェスティバル 

①修理固成(修友会会報誌) 

②修友会ウェブサイト(【修友会】で検索) 

③修友会Ｆａｃｅｂｏｏｋ(【修友会 Facebook】で検索) 

 

内でお知らせします。(※令和４年３月下旬頃～) 
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第１号議案 令和２年度事業報告ならびに収支決算（監査）報告の件 

 

１．令和２年度事業報告 

  令和２年７月８日の総会において決定された、令和２年度事業計画に基づき、  

下記の通りご報告申し上げます。 

１）修友会グランドフェスティバル２０２０～結成８０周年を祝う会～について 

  開催しませんでした。 

２）第３７回ゴルフコンペについて 

 開催しませんでした。 

３）ボウリング大会について 

 開催しませんでした。 

４）支部・分会支援について 

  活動援助金の送付等を行いました。 

５）支部懇話会について 

 開催しませんでした。 

６）支部・分会総会について 

  開催しませんでした。  

７）受験講習会について 

 福祉住環境コーディネーター２・３級受験講習会を開催しました。 

８）修友会報「修理固成２０２１」を発刊しました。 

 ９）修友会ウェブサイト・Facebook へ各種お知らせの掲載をしました。 

 10）樟の会見学会および交流会について 

   開催しませんでした。 

  11) 皐月の会交流会について 

   開催しませんでした。 

12）「創立１１０周年記念奨学基金」について支援金を学園側へ寄付させていただきまし 

た。 

 

 

 

２．令和２年度収支決算報告書   

 資料①参照 

 

 

 

３．令和２年度収支決算監査報告 

 資料①参照 

 

 

 

４．令和２年度事業・決算審議、承認      
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第２号議案 令和３年度事業計画ならびに収支予算の件 

 

１．令和３年度事業計画（中止決定のイベント含む） 

１）令和３年度友会フェスティバルについて 

   開催は中止となりました。 

 ２）第３８回ゴルフコンペについて 

   開催は中止となりました。 

 ３）ボウリング大会を実施します。(予定) 

  （令和 3 年 11 月頃 場所未定） 

 ４）支部・分会援助を行います。 

  （活動援助金の送付等） 

５）支部懇話会の開催 

 （時期・場所未定） 

６）学校主催の受験講習会を援助します。 

（福祉住環境コーディネーター・カラーコーディネーター・宅地建物取引士） 

 ７）修友会会報誌「修理固成 2022」を発刊し、修友会ウェブサイト・Facebook へも掲載 

します。 

８）修友会ウェブサイト・Facebook へ各種お知らせの掲載をします。 

 ９）女性部委員会は各イベント活動をお手伝いします。 

 10）樟の会見学会および交流会を実施します。(予定) 

   (令和 3 年 10 月開催予定) 

 11）皐月の会交流会を実施します。(予定) 

  （令和 4 年 2月開催予定） 

 12）「修成学園寄付金」について支援金を学園へ寄付させていただきます。 

  （令和 3 年 7月中に実行予定） 

 13) 講習会運営費用やその他、学生や卒業生に対して有益な取り組みへの援助を行いま 

   す。 

 

 

 

２．令和３年度収支予算 

資料②参照 

 

 

 

３．令和３年度事業計画・収支予算審議、承認 
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令和２・３年度役員一覧 

１．修友会役員・各委員会（任期：令和２年４月１日～４年３月３１日迄）   

顧問 山下 裕貴・堤下 隆司・三枝 省三 

相談役 平田 浩 

会長 相賀 勝 

副会長 眞鍋 晋次郎・夏見 諭・樋下 昌俊 

会計 亀井 哲男 

監査 井上 秀幸・清水池 美穂 

幹

事 

支部 
◎関森 五男・〇上田 数義・白井 道彦・井上 秀幸（兼）津々木 篤美 

金谷 幹夫・前田 和也・山本 修・樋口 繁 

企画運営 

◎田邊 健一・○鎌谷 竜文・森本 晃生・粟島 沢磨・白井 道彦（兼） 

亀 井
フェスティバル

 哲男（兼）・ 辰 井
フェスティバル

 菜緒・眞
ゴ

鍋
ルフ

 晋次郎（兼）・前田
ゴ ル フ

 和也（兼） 

小田
ゴ ル フ

 敦・呉山 宗一郎 

総務 
◎田村 久幸・○本地 亜衣子・加藤 達男・髙内 充宏・伊藤 亮平 

今中 健夫 

女性部 ◎坂東 真弓・○竹内 美裕・○辰井 菜緒（兼）・酒井 藍  

組織 

樟の会 

(くすのき) 
◎前田 和也（兼）・○眞鍋晋次郎（兼）・○谷畑 裕行 

皐月の会 

(さつき) 

◎上田 英司・○粟島 沢磨（兼）・○中谷 隆志 

亀井 哲男（兼）・小田 敦（兼）・池田 典央 

学生支援 ◎相賀 勝（兼）・○夏見 諭（兼）・眞鍋 晋次郎（兼）・亀井 哲男（兼） 

記念事業 ◎夏見 諭（兼）・○上田 英司（兼）・相賀 勝（兼） 

 

新役員 ・・・新役員  

◎・・・主幹   

○・・・副主幹



syuuyuukai

資料①







資料②

収入の部
(単位　円）

項　　　目 ３年度予算額 ２年度予算額 増減 増減（％）

修友会費収入
9,131,000 7,774,000 1,357,000 117%

寄付金収入 50,000 50,000 0 100%
イベント収入 50,000 50,000 0 100%
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ収入 0 0 0
受取利息収入 5,000 5,000 0 100%
雑収入 10,000 10,000 0 100%
前受金受入収入 9,252,900 9,770,400 -517,500 95%
預り金受入収入 200,000 200,000 0 100%
仮払金回収収入 200,000 200,000 0 100%
立替金回収収入 200,000 200,000 0 100%

前期末前受金 -9,131,000 -7,774,000 -1,357,000 117%

小             計 9,967,900 10,485,400 -517,500 95%
前年度繰越金 23,309,467 23,381,721

合            計 33,277,367 33,867,121

支出の部

消耗品支出 100,000 100,000 0 100%
印刷費支出 800,000 800,000 0 100%

旅費交通費支出 600,000 750,000 -150,000 80%
事務用品費支出 1,000,000 900,000 100,000 111%
通信費支出 1,350,000 1,350,000 0 100%
広報費支出 100,000 100,000 0 100% 修友会ウェブサイト維持費

渉外費支出 200,000 500,000 -300,000 40% 協賛品・慰労会費・永年表彰費　等

会議費支出 100,000 250,000 -150,000 40%
諸会費支出 50,000 50,000 0 100% 外部会合会費　等

支部活動費支出 1,200,000 1,200,000 0 100%
支部懇話会支出 800,000 800,000 0 100%

学生支援支出(仮)
3,000,000 777,400 2,222,600 386%

雑費支出 260,000 260,000 0 100%
イベント支出 850,000 850,000 0 100%
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支出 0 0 0
記念事業積立特定預金
への繰入支出 0 3,000,000 -3,000,000 0% 80周年記念事業

預り金支払支出 200,000 200,000 0 100%
仮払金支払支出 200,000 200,000 0 100%
立替金支払支出 200,000 200,000 0 100%

小            計 11,010,000 12,287,400 -1,277,400 90%
次年度繰越金 22,267,367 21,579,721

合            計 33,277,367 33,867,121

※横の増減は「令和3年度予算額-令和2年度予算額」を示す。

※                     部分は令和2年度より変更があった項目を示す。

令和３年度　収支予算書(案)
令和3年4月1日～令和4年3月31日

摘要

2年度卒業生前受金　※R3.4.30現在

活動賛助金等

ゴルフ・ボウリング・組織委員会イベント・その他イベント

新型コロナウイルスによるフェスティバル中止のため

定期・普通預金

447名×23,000円×0.9(3年度卒業予定者)

各委員会会議費

2年度卒業生前受金　※R3.4.30現在

事務消耗品等

会報その他印刷費

会議等交通費・出張交通費・事務局交通費

コピー機基本料・事務用機器　等

郵送費・会報発送費

援助金・支部活動費・女性部活動費・出張費　等

支部懇話会費用

修友会より修成学園寄付金への寄付として前年度前受金の10％
および講習会運営費用、その他学生支援運営費用として約200万

慶弔費・会計事務所計算料　等

ゴルフ5万・ボウリング15万・組織委員会イベント60万・予備費5万

新型コロナウイルスによるフェスティバル中止のため



令和  年  月  日 

 

相賀 勝 会長殿 

 

             住 所             

           氏 名           ㊞ 

 

書  面  議  決  書 

 

 私は、令和３年度修友会総会での議決権を、下記の通り書面により行使いたし

ます。 

 

記 

 

１．令和２年度 事業報告ならびに収支決算(監査)報告に対して 

議事案を 承認する・反対する 

 

 

２．令和３年度 事業計画ならびに収支予算に対して 

       議事案を 承認する・反対する 

 

        

 

以上 

 

返送先：修友会ＦＡＸ０６－６４７７－５８８７ 


