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第１号議案

事業名 場所 参加人数 摘要

４月６日（土） シダレザクラ祭り参加 尾久の原公園 １７名 花見会

８月６日（火） 暑気払い 三河島・若松 ２６名

９月２９日（日）
ホームカミングデー参
加

後楽園キャンパス ３名

１０月４日（金） 役員会 町屋ふれあい館 １０名 定時総会協議

１０月１２日（土）
定時総会・講演会、懇
親会

ホテルラングウッド ―

台風１９号接近のた
め中止。後日、総会
の議案は書面決議と
した

１２月４日（水） 忘年会 ホテルラングウッド ２７名

１月３日（金） 箱根駅伝応援 峡田ふれあい館 １０名 新橋駅付近

※その他、中央大学学員総会、都区内支部連絡会、都区内支部総会等に随時参加

令和元年度　中央大学学員会荒川区支部（荒川白門会）　事業報告

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）



第２号議案

○　収入合計　　７１１，１６８円

○　支出合計　　５０３，０８４円

○　差引差額　　２０８，０８４円（翌年度繰越額）

勘定科目 予算現額（円） 収入済額（円） 差額（円） 摘　要

１　会費等収入

　　年会費 180,000 123,000 -57,000 　@3,000×41名

　　総会懇親会費 420,000 0 -420,000 ※台風のため総会中止

　　暑気払い会費 0 130,000 　@5,000×26名

　　忘年会会費 0 162,000 162,000 　@6,000×27名

２　補助金収入

　　支部結成補助費 50,000 50,000 0

　　支部活性化支援費 30,000 30,000 0

　　支部ホームページ作成費 50,000 0 -50,000

　　講演会講師料 20,000 0 -20,000 ※台風のため総会中止

　　支部協力費 6,000 0 -6,000

３　その他収入

　　寄附金 20,000 11,370 -8,630 シダレザクラ祭り花見寄付残金

　　雑収入 1,000 1 -999 預金利子

　　前年度繰越金 204,797 204,797 0

合計 981,797 711,168 -400,629

勘定科目 予算現額（円） 支出済額（円） 差額（円） 摘　要

１　総会・懇親会

　　総会懇親会 500,000 0 -500,000 ※台風のため総会中止

　　暑気払い 0 143,000 三河島「若松」

　　忘年会 0 158,200 158,200 ホテルラングウッド

２　会議費 10,000 0 -10,000 会場使用料等

３　交際費

　　学員会本部 10,000 0 -10,000

　　近隣白門会支部等 50,000 40,000 -10,000 文京区、板橋区、江戸川区

　　他大学支部等 10,000 10,000 0 明治大学マンドリン広告費

　　都区内支部連絡会 20,000 21,000 1,000 　＠7,000×３人

４　通信費 80,000 55,108 -24,892 ハガキ、切手等

５　備品・消耗品費 50,000 38,340 -11,660 ブルーシート、のぼり旗等

６　印刷費 30,000 27,000 -3,000 ・

７　ホームページ作成・保守管理費 100,000 0 -100,000

８　行事費 20,000 10,000 -10,000 ホームカミングデー広告費

10 予備費 101,807 436 -101,371 振込手数料

合計 981,807 503,084 -621,723

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部

令和元年度　中央大学学員会荒川区支部（荒川白門会）決算報告

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）





第４号議案 令和２・３年度荒川区支部役員名簿（案）
役職 氏名 卒業年 学部

1 顧問 荻野　弘康 1959 商

2 顧問 長澤　伸好 1960 商

3 顧問 佐藤　明良 1961 理工

4 顧問 野入　納 1962 法

5 顧問 堀江　吉明 1965 商

6 顧問 松丸　和夫 1977 経

7 相談役 佐藤　安夫 1978 経

8 相談役 斎藤　暢夫 新

9 支部長 鈴木　貫太郎 1969 法

10 副支部長 赤石澤　健志 1968 経

11 副支部長・会計監事 片岡　正光 1973 商

12 副支部長 大貫　健次 1974 理工

13 副支部長 渡辺　敏行 1974 文

14 副支部長 矢吹　誠 1976 法

15 副支部長・会計 阿部　信行 1979 商

16 幹事長 並木　一元 1978 法

17 副幹事長 吉井　功 1977 経

18 副幹事長 掛川　良和 1980 商

19 副幹事長 濱島　明光 1982 法

20 副幹事長 越間　秀男 1987 文

21 副幹事長 本木　理恵子 1999 法

22 副幹事長 桂　やまと 1999 文

23 副幹事長・会計 赤池　照子 1993 商

24 副幹事長・事務局長 小原　実 1984 商

25 副幹事長・事務局次長 北川　孝行 1992 経

26 副幹事長・事務局次長 木村　信男 1990 理工

27 幹事 前田　晃 1969 商

28 幹事 原田　和彦 1970 法 令和元年度参加実績なし。連絡あり。設立総会は出席

29 幹事 蓮本　猛 1971 法

30 幹事 渡辺　和利 1976 商

31 幹事 奥村　泰久 1976 法

32 幹事 平野　敬一郎 1979 法

33 幹事 佐野　公一 1981 法

34 幹事 大島　淳一 1981 理工

35 幹事 田中　照英 1982 経

36 幹事 仙波　正弘 1984 商

37 幹事 菊地　英治 1989 法

38 幹事 大山　俊哉 1990 法

39 幹事 小瀬　幸雄 1998 法

40 幹事 崔　光日 1998 法学研究

41 幹事 園田　悠子 1999 法

42 幹事 赤塚　直徳 1999 法

43 幹事 猪瀬　昇 1974 商

44 幹事 福田　晴通

45 幹事 野村　知栄 1996 商 新

46 幹事 沢野　忠 1970 法 新

47 幹事 湯口　俊明 1978 商 新

48 幹事 髙橋　幸男 1964 法 新



第5号議案

事業名 場所

4月4日 シダレザクラ祭り参加 尾久の原公園

８月 暑気払い 未定

９月 役員会 区内ふれあい館

10月4日
ホームカミングデー参
加

多摩キャンパス

１０月
定時総会、講演会、
総会

―

1月3日 箱根駅伝応援

１月 新年会 未定

３月 役員会 区内ふれあい館

※その他、中央大学学員総会、都区内支部連絡会、都区内支部総会等に随時参加予定

令和２年度　中央大学学員会荒川区支部（荒川白門会）　事業計画（案）

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

摘要

中止

中止

新型コロナウイルス感染の状
況を踏まえ、総会の議案のみ
書面決議で行う予定



第６号議案

勘定科目 収入金額（円） 摘　要

１　会費等収入

　　年会費 150,000 　@3,000×50名

　　総会懇親会費 0 ※書面決議により総会懇親会中止

　　忘新年会会費 180,000 　@6,000×30名

２　補助金収入

　　支部活動支援費 50,000

　　支部活性化支援費 30,000

　　支部ホームページ作成費 50,000

　　講演会講師料 0 ※書面決議により総会懇親会中止

　　支部協力費 6,000

３　その他収入

　　寄附金 10,000

　　雑収入 1,000 預金利子等

　　前年度繰越金 208,984

合計 685,984

勘定科目 支出金額（円） 摘　要

１　総会・懇親会費

　　総会懇親会 0 ※書面決議により総会懇親会中止

　　忘新年会 180,000

２　会議費 1,000 会場使用料等

３　交際費

　　学員会本部 10,000

　　近隣白門会総会等 50,000

　　他大学支部総会等 10,000

　　都区内支部連絡会会費等 20,000

４　通信費 30,000 ハガキ、切手等

５　備品・消耗品費 20,000

６　印刷費 0

７　ホームページ作成・保守管理費 86,000

８　行事費 10,000

９　予備費 268,984

合計 685,984

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部

令和２年度　中央大学学員会荒川区支部（荒川白門会）　予算（案）

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）


