
人間環境大学同窓会	 第８回総会	 議事録	 

	 

日時：平成 23 年 10 月 23 日（日）	 14：00～15：00	 

場所：人間環境大学	 Ｂ館６階	 大会議室	 

	 

（１）平成 22 年度	 事業報告	 

【同期会の支援及び補助】	 

平成 17 年度卒業生	 （2006 年 3 月卒業）を対象に実施しました。	 

	 申請は特にありませんでした。	 

	 

【同窓会会員入会記念品授与】	 

平成 21 年度と同様，ボールペンを贈呈しました。	 

	 

【ホームカミングデー】	 

平成 22 年度は，平成 22 年 10 月 15，18 日～21 日にかけて実施しました。	 

	 

【同窓会役員の大学祭出展について】	 

平成 22 年 10 月 23 日（土）に役員が大学祭に出店しました。	 

進路相談と，じゃがバターの模擬店を出店しました。	 

	 

【東日本大震災義援金について】	 

東日本大震災の義援金として予備費より３０万円を日本赤十字社に寄付しました。	 

今回発生した東日本大震災は被害が甚大であり，また人間環境大学は全国から学生が集

まっていることもあり，被災地支援の必要性を考えて行いました。	 

今後も災害が発生した場合，義援金拠出について次の３点を基本とします。	 

１． 援金を拠出する災害は，日本国内で発生した災害（海外は含まない）で，被害が甚

大な（死者が１００人を超えるなど）場合にのみ拠出することとする。	 

２． １の条件を満たす甚大な災害が発生した場合，役員会で話し合って義援金の拠出を

決定する。	 

３． 義援金は３０万円を上限とし，金額は被害に応じて役員会で話し合って決定する。

また，義援金は予備費より拠出する。	 

	 

（２）平成 22 年度	 決算報告	 (2010 年 10 月～2011 年９月)	 	 

	 

（３）平成 23 年度	 役員配置	 

【新役員選出】	 



	 新規役員 3 名	 	 (平成 22 年度卒業生)	 

	 	 平成 22 年度卒業生の中から河合則和，伊藤淳一，大村深雪の 3 名が新規役員となり

ました。	 	 

	 

【役員配置】	 

平成 23 年度の役員配置（平成 22 年度より継続）	 

・会	 長	 	 	 野村慧（17）	 

・副会長	 	 	 八木一貴（18）加藤拓（19）	 

・書	 記	 	 	 秋田道子（20）木村由佳（21）	 

・会	 計	 	 	 近藤容子（17）加藤弘章（21）	 

・監	 査	 	 	 米澤由実子（16）三松早記（19）	 

・連絡役	 	 	 谷尾陽一（17）小林由美子（20）	 

・幹	 事	 	 	 上記以外の役員の方	 

	 

（４）平成 23 年度	 事業計画	 (案)	 

【同期会の支援及び補助】	 

平成 18 年度卒業生	 （2007 年 3 月卒業）を対象に実施し，申請があった場合は，支援及

び補助を行います。	 

	 

【同窓会会員入会記念品授与】	 

平成 22 年度と同様，ボールペンを贈呈します。	 

	 

【ホームカミングデー】	 

平成 22 年度と同様，人間環境大学学生後援会と連携し，実施します。	 

	 

【同窓会会員の大学祭出店】	 

平成 22 年度は同窓会役員による出店を行いました。平成 23 年度は実施しませんでした

が，今後も同窓会役員の出店や，同窓会員の出店ができるよう進めていきたいと思いま

す。	 

	 

【同窓会記念誌】	 

人間環境大学創立 10 周年を記念し，これまでの学生たちの声や記録を残す取り組みを考

えています。同窓会員より原稿の募集を郵送及びウェブサイトからの投稿で受け付けて

います。（平成２３年１２月２５日締め切り）記録は同窓会ＨＰから閲覧できる形を検

討中です。これらのまとめ役は，同窓会役員の成瀬正史さんとします。	 

	 



（５）平成 23 度	 予算	 	 (案)	 	 (2011 年 10 月～2012 年 9 月)	 ＊別紙	 資料３	 

	 

（６）その他	 

	 	 来年の総会は，大学祭開催日の土曜日に行うことを検討しています。また，ホームカ

ミングデー参加者や，総会出席者に大学祭の優待券を発行することを検討しています。	 





　　　　　　　　

平成23年度　（2011年10月～2012年9月）

　人間環境大学同窓会　予算

収入の部

平成23年度予算 平成22年度予算 備　考

前年度繰越金 3,051,345 3,104,459

同窓会費 2,000,000 3,000,000 ＠20,000×100名

雑収入 500 500 利息等

合　　計 5,051,845 6,104,959

支出の部

平成23年度予算 平成22年度予算 備　考

文具事務費 50,000 50,000

通信費 135,000 135,000

総会費 0 0

役員会会合費 250,000 200,000

ホームページ制作費・維持管理費 150,000 150,000

未入会者同窓会費返金 220,000 220,000

卒業生への補助等 410,000 410,000

大学文化事業費 250,000 250,000

事務委託費 200,000 200,000

慶弔費 10,000 10,000

ホームカミングデー費 0 0

大学祭出店参加費 50,000 50,000

同期会補助費 60,000 60,000

積立金 1,000,000 1,000,000

予備費 2,266,845 3,369,459

次年度繰越 0 0

合　　計 5,051,845 6,104,459

同窓会積立金

平成23年度予算 平成22年度予算 備　考

繰越金 26,049,768 25,020,054

定期預金新規 1,000,000 1,000,000

雑収入 30,000 10,000 利息

次年度繰越金 27,079,768 26,030,054

　◆上記以外に下記の資産がある


