
岩手大学人文社会科学部同窓会

｀        ▲

七反会
2022年度 言甕轟桑:盆

2022年 6月 18日 (上)午後 1時～午後 3時

アイーす (いわて県民情報交流センター)

次 第

1.開 会

2.会長あいさつ

3.議 事

第 1号議案 2021年 度事業報告、会計決算報告

第 2号議案 2022年 度事業計画 (案 )、 会計予算 (案 )

第 3号議案 役員改選|こついて

その他

4.閉 会
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【議 題】

第 1号議案      |   |
【2021年度 事業報告】

1.2021年 度も、新型コロナウイルス感染拡大が収まらず、活動制限を余儀なくされました。

評議員会もやむなく会場参加、オンライン参加、書面表決によるハイブリッド開催としました。

2.会報 「七友会だより」は、第 50号を2021年 4月 5日 に、第 51号を2022年 3月 15日

に発行 しました。

3.七友会設立40周年記念同窓会の準備のため、実行委員会を2回開催 しました。

4.昨年、ホームページをリニューアルしたことから、内容の充実を図つています。

2021年 度の主な活動は次のとおりです。

2021年  4月  7日 (水)岩 手大学入学式 中止

5月 24日 (月 )第 23回岩手大学同窓会連合理事会 (メ ール会議 )

～ 5月 28日 (金) 議題 1.令和 2年度事業報告 (案)について

議題 2.令和 2年度決算 (案)について

議題 3.令和 3年度事業計画 (案)について

議題 4.令和 3年度予算 (案)について

議題 5.卒業生・修了生と学長 との懇談会 (第 13回)について

議題 6.同窓会連合に支部会員を加えることについて

議題 7.次期会長等の選出について

報告 1.各学部同窓会活動報告について

報告 2.岩手大学の財務状況について (状況報告)

遠藤会長、鈴木護幹事 出席

6月 19日 (土)2021年 度評議員会

議題 1:2020年 度事業報告、会計決算報告

議題 2:2021年 度事業計画 (案 )、 会計予算 (案 )

その他

6月 21日 (月 )岩 手大学人文社会科学部長往訪 (評議員会報告)

遠藤会長、稲垣副会長、中野理事 参加

6月 28日 (月 )岩 手大学農学部 リンゴ『はるか』誕生のモニュメン ト除幕式

遠藤会長 出席

9月 18日 (土)岩 手大学卒業生・修了生と学長との懇談会 (第 13回 )

遠藤会長 出席

2022年 2月 3日 (本)40周 年記念同窓会第 5回実行委員会開催

遠藤会長ほか 9名参加

来賓、会費、案内方法、次第を決定

3月 2日 (水)40周 年記念同窓会第 6回実行委員会開催

遠藤会長ほか 9名 参加

役割分担の詳細を決定



3月 22日 (火)岩 手大学人文社会科学部定年退職教員記念品贈呈

遠藤会長 手交

3月 23日 (水)岩 手大学学位記授与式

卒業・修了後の住所届の提出依頼・回収 (各 プログラム)

【2021年 度 会計決算報告および会計監査報告】   ※ 別紙 1参照

今回の会計監査については、新型コロナウイルスの影響で引き続き県境をまたいだ移動に制限があ

つたことから、相澤監査員に監査を実施していただいております。

第,■議案|■ ||||■ |||

【2022年 度事業計画 (案 )】

1.七友会設立40周年記念同窓会は、2022年 7月 2日 (土)に開催します。

〔開催内容〕

開催予定同時 :2022年 7月 2日 (上)14時 から

会場 :ホテルメトロポリタン盛岡本館

2.会報 「七友会だより」については、年 1回の発行とし内容の充実を図ります。

3.会員名簿の充実と事務機能の強化を図る必要があることから、引き続き事務担当者の採用やアル

バイ トの採用等その方策を検討します。

4.引き続き年間予算の収入と支出の均衡を図りながら予算の執行を行います。

5,今年度も岩手大学同窓会連合の会長を七友会の遠藤会長が務めています。監事には稲垣副会長が

就いています。 (任期は2023年 6月 まで)

【2022年 度 会計予算 (案 )】    ※ 別紙 2参照

1.七友会設立 40周年記念同窓会を開催することから、特別会計の同窓会設立40周年記念積立か

ら3百万円を一般会計に繰出しています。

2.今年度は、評議員会をハイブリッド開催としていることから、開催に見合 う予算を計上 していま

す。

【役員改選について (任期2022年 6月 ～2024年 6月 )】   ※ 別紙3参照

その他

コミュニケーションツールに係る今後の活用方法について

ホームページをリニューアルしたことから、ホームページを会員間のコミュニケーションツールとし

て活用します。
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2021年 度 岩手大学人文社会科学部同窓会 会計決算報告   (別紙1)

1.―餞会計

(支出

(単 位 1円 )

(単位 :円 )

項 目 予

"菫
決算燿 比較増減 籠要

会費 4.280,000 4.280,000 214名

前年度緑越金 3.007.508 3,007.503

特別会計より繰入

雑収入 22 39(利 息)

合計 7.287.530 7.287.547

項 目 予算饉 決二顧 比較増減 摘要

l事業費 4.5801)OC' 4.198 795 381 205

1)会報発行 3,450,000 3.273,795

7印 刷費 2.050,000 2,002,873 47,127
813

封簡入れ作業t i40,∝ 0

イ郵送費 1.400.000 1275,922 124.078 第50号郵送費645.328、 第51号郵送費630,501

2)会員活動援助費 50.000 50.000

3)卒業記念品贈星費 100,000 100,000 42期分積立

4)支卸援助費 50.000 50.000

5)文 化事業補助 50,000 50.000

6)奇 附金 500.()00 500.000 学部への奨学寄附金50万円

7)同意会連合負担金 300,000 300.000 同窓会連合会費

8)諸費 80,000 20,000 (Ю .()00 退職教職員記念品代等

2会議費 320.074350,000 29,926

1)詳 議員会会議費 200,000 17.697 182.303 評難員会郵送代寄

2)諸会議費 150.000 12.229 13■ 771 40周 年記念同窓会実行委員会会場費等

3事務費 1.000.000 144.085 855`915 事務用品、撮込手数料等

4特別積立金

5雑費 100,000 100.00(} 事務謝金7万円、アルバイ ト料3万円

6学部設立50周 年記念積立

7同窓会設立

“

周年記念積立

8予備費 1.257.530 1.177 1.256 353 データ保存料

合 計 7.287.530 4.473,983 2.813.54フ

差引残高 2.813,564円 は、2022年 度に繰越いたします。

項 目 予算額 決算■ 比較増■ 鏑要

前年度繰越金 42,397,696 42,397,606

新規積立金 100.000 1100.000 卒業記念品贈呈費

利息 3,504 862 △ 2■42 利息 (451+216+127+68)

合計 42.501,200 42.498.558 △ 2.642

項 目 予算額 決算額 比較増漱 檀要

1-級 会計へ繰出

2積立金 42,501.200 42,498.558 △ 2.642 年度末積立金額=翌年度繰越金額

1)特別積立金 26.600.300 26.599`052 △ 1748 26.598.601(前 年度決算)+451(利息 )

2)卒業記念積立 4,475.370 4,475.229 △ 14: 4,釘 5,013+2:0(利 忠)+100,000(新 規積立 )

3)学 部設立50周年記念積立 7.402.950 7.402.462 △ 488 7.402.335+127(利 息 )

4)同 窓会設立40周年記念積立 4.022.080 4.021.815 △ 265 4,021.747+63(利 息 )

合 計 ■2.501,200 42,498,358 △ 2.642

会計監査報告

"21年
度の決算について監査を行い、正しく処理されていることを確認いたしました。

2022年5月 31日           監査員             本目澤 文恵

I 71, 205 I



2022年 度 着手大学人文社会科学部同窓会 会計予算 (案) (鵞籠2)

1.一般会計

2.特別会計

予算額 前年度予算擬 摘要

会費 3,740,000 4,280,000 新人生171名 、編入生12名 、在学生4名

前年度繰越金 2,813,504 3,0071508

特別会計より繰入 3,000,000 同窓会設立40周年記念事業

難収入 86 22 利息 (2021年度39円 )

合計 91553,600 7,287,530

項 目 予算鎮 前年度予算額 摘要

1、 事業費 5,980,000 4,580,000

1)会報発行 1,850,000 3,450,000 年1回 (第 52号 )発行予定

7印刷費 1,200,000 2,050,000

イ.郵送費 650,000 1,4(X),000

2)会員活動援助費 50,000 50,000 親睦会、交流会等の補助

3)卒業記念品贈呈費 100,000 100,000 43期分積立

4)支部援助費 50,000 50,000 支部大会援助等

5)文化事業補助 50,000 50,000 就職ガイダンス等の補助

6)寄附金 500,000 500,000 人文社会科学部へ奨学寄附金

7)同窓会連合負担金 300,000 300,000 同窓会連合年会費

8)同窓会設立40周 年記念事業費 3,000,0(X)

9)諸費 80,000 80,000 慶弔費、退職教職員記念品等

2.会議費 350,000 350,000

1)評議員会会議費 20C),000 200,000 評議員会諸経費等

2)諸会議費 150.000 150,000 七友会設立40周 年事業間違会議費等

3.事務費 500,000 1,000,000 事務用品、40周 年記念同窓会通信費、データ管理、HP維持費姜

4.特別積立金

5.雑費 100,000 100,000 事務謝金、アルバイト料

6.学部設立60周 年記念積立

7.同窓会設立50周 年記念積立

8.予備費 2,623,600 1,257,530

合計 9,553,600 7,287,530

項 目 予算額 前年度予算額 摘要

前年度繰越金 42,498,558 42.397,696

新規積立金 100,000 100,000 卒業記念品贈皇費

利息 802 3,504 2021年 利息額 862

合計 42,599,3()0 42,501.200

項 目 予算額 前年度予算 構要

1.一般会計へ繰出 3,000.000 同窓会設立40周 年記念事業費

2積立金 39,599,360 42,501.200

1)特別積立金 26,599,500 26,600,800 20,599,052■ 448 (オ :!息 )

2)卒業記念積立 4,575,440 4,475,370 4,475,229+211(利 息)+100,000(新 規積立額 )

3)学部設立60周 年記念積立 7,402,590 7,402,950 7,402,462+128 (千 11息 )

4)同 窓会設立50周年記念積立 1,021,830 4,022,080 1,021,815+15(利息)

合計 42.590,360 42,501,200

項 目



会  長 遠藤  隆 (1) 再

副会長 足立 慎悟 (7) 再

同 吉田 真二 (フ ) 再

同 内堀  哲 (8) 再

同 稲垣 秀悦 (1) 再

理 事 大澤 雅昭 (1) 再

同 晴山  農 (1) 再

同 藤村 紀行 (1) 再

同 黒沢  成 (1) 再

同 高嶋 才司 (2) 再

同 夏井 正悟 (4) 再

同 大谷  敬 (4) 再

同 松岡 和生 (3) 再

同 佐藤 伸樹 (6) 再

同 栗林 健司 (7) 再

同 佐藤  泰 (7) 再

同 小野澤章子 ( ) 再

同 新田 浩喜 (5) 再

同 高橋 享孝 (6) 再

同 中野 玲子 (1) 再

同 大志田 研 (6) 再

同 門偉 英慈 (5) 再

同 長澤 秀則 (3) 再

同 中村 喜― (2) 新

監査員 小槍山 修 (3) 再

同 工藤 康身 (8) 再

同 相澤 文恵 (1) 再

幹 事 鈴木  護 ( ) 再

会 計 稲垣 秀悦 (兼任)(1) 再

同 中野 玲子 (兼任)(1) 再

顧 間 落安 昭三 (1) 再

同 塩田 勝美 (1) 再

同 佐原 和典 (1) 再

2022・ 2023年度 七友会役員 (案)(敬称略ヨ順不同)(別紙3)

※清野理事は退任いたします。

役 職 氏 名 (入学期 ) 新任 。再任

同 横山 英信 (学部長) 新


