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議案
議案１：２０２０年度 活動実績報告

及び

２０２１年度 活動計画報告

議案２：２０２０年度 会計報告
及び

２０２１年度 予算計画

議案３：支部幹事について
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2020年度 活動実績

1.工業会理事会(メール会議）への参加
‘20.7.22～8.3 出席者： 橋本 一寛 支部長

2.常任幹事会、年度幹事会
常任幹事会

①‘20.06.21～22:メール会議 7名：2020年度予算＆活動計画決定
②‘20.07.22: 5名：2020年度支部総会開催可否検討
③‘20.11.04:オンライン会議 5名：次年度工場見学会、支部総会計画
④‘20.12.16:オンライン会議 10名：同上
⑤‘21.01.09:オンライン会議 ７名：同上
⑥‘21.02.06:オンライン会議 9名：同上
⑦‘21.03.06:オンライン会議 14名：同上

3.趣味イベント
・登山、テニスイベント ・コロナ対応のため中止

4.2020年度総会 ＆ 講演会（校友会）
・総会 ・コロナ対応のため中止
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2021年度 活動計画(11/27実績)

1.工業会理事会参加(オンライン）
06/05 & 07/12   出席 ： 橋本支部長

2.幹事会（会議はすべてオンライン会議）
①04/04   04/17 : 今年度活動（工場見学会）計画策定⇒来年度に延期決定
②05/22   06/12 : 議事録のHP掲載とその他情報公開の検討
③07/10   09/25 : 支部総会の日程、詳細計画決定
④10/31   11/06 : 支部総会準備
⑤11/20              : 支部総会リハーサル
⑥12月 : 支部総会反省

3.支部活性化活動
<趣味的なもの>有志による各種ｲﾍﾞﾝﾄ開催 10～11月登山イベント ⇒ 中止
<工場見学会> 11月 リョービ(株)様で計画 ⇒ 2022年度へ延期

4.2021年度総会
11/27   当初、ホテルでの開催を検討 ⇒ オンラインに切り替え開催
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2021年度 活動計画(成果)

1.オンラインによる意見交換会の実施
4/17 工場見学会について
6/12 議事録のホームページ掲載と

Facebook活用の検討
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2021年度 活動計画(成果)

２．ホームページの活用
①支部幹事会議事録のホームページ掲載
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2020年度 愛媛大学工業会 広島支部 会計報告
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【収入】 【支出】
項目 金額 項目 金額

前期繰越（注1) 383,602 幹事会補助費(＠2,000×5名)
2020.07.22開催

10,000

利息(2020.09.14) 1 ZOOM会議年間契約費用 18,467
利息(2021.03.15) 1 工場見学打合せ費用

リョービ殿訪問交通費 6,411
費用清算の振込手数料(注２)
出張、zoom、リョービ訪問の費用立替分

1,210

次期繰越金（注３） 347,516
(収入の部） 383,604 （支出の部） 383,604

( 2020.4.1～2021.3.31 )

(注１）前期繰越金¥383,602- (預金364,276   現金19,326)
(注２）前期出張旅費預かり分振込¥220、zoom代立替費用振込¥440、リョービ出張立替¥550
(注３）次期繰越金¥347,516- （預金 344,278 現金 3,238）



2021年度愛媛大学工業会広島支部予算計画
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( 2021.4.1～2022.3.31 )
【収入】

実績 202１年度予算 備考
項目 2019年 2020年

前期繰越 445,542 383,602 347,516
総会会費 0 0 160,000

40名 会費：4,000円
172,000 0 190,000 お祝い金：基本５万円＋本部参加者数×1万円
来賓2名

参加者：34
名

来賓2名
参加者：40名 補助費：参加者数×＠３０００円

利息 4 2 2
（収入の部） 617,546 383,604 697,518

【支出】
実績 202１年度予算 備考

項目 2019年 2020年
広島支部総会（会場費用他） 69,720 0 280,000 飲食費用含む
総会　写真代、通信費　他 3,784 0 10,000 写真プリント、郵送代、その他
趣味イベント補助 6,000 0 26,000 テニス：＠1,000×20人

登山：＠1,000×6人×1回
幹事会補助費

Zoomオンライン会議費用 18,467 26,400 オンライン会議費用：2,200円×12か月
振込費用その他 1,210 3,000
他支部、他学部への参加補助 90,440 6,411 66,000 東京、岡山、松山各1回
残高（予備費） 383,602 347,516 254,118

（支出の部） 617,546 383,604 697,518

工業会補助費

64,000 10,000 32,000 ＠2,000×8人×2回


2020活動実績

		２０２０年度 活動実績

		1.工業会理事会(メール会議）への参加

				20.7.22～8.3		出席者：　橋本 一寛 支部長



		2.常任幹事会、年度幹事会

		　・常任幹事会		20.6.21～22（メール会議)		7名		2020年度予算＆活動計画決定

				20.7.22		5名		2020年度支部総会開催可否検討

				20.11.4（オンライン会議）		5名		次年度工場見学会、支部総会計画

				20.12.16（オンライン会議）		10名				同上

				21.1.9（オンライン会議）		7名				同上

				21.2.6（オンライン会議）		9名				同上

				21.3.6（オンライン会議）		14名				同上



		3.趣味イベント

		　　　・登山、テニスイベント				・コロナ対応のため中止



		4.2019年度総会　＆　講演会（校友会）

		　・総会				・コロナ対応のため中止

































































































































































































































































































































































































































































































2021活動計画

		2021年度 活動計画

		1.工業会理事・役員会参加

						出席予定者：支部長



		2.幹事会

		　会議は原則オンライン会議とし、直接会う会議は最小限とする。

		　・第１回　4月				昨年度会計報告作成　&　今年度活動計画策定

		　・第２回　6月				工場見学会、支部総会の詳細計画決定

		　・第３回　8月				工場見学会、支部総会の準備

		　・第４回　12月				支部総会の反省

						その他の月もオンライン会議を実施予定



		3.支部活性化活動

		<趣味的なもの>				有志による各種ｲﾍﾞﾝﾄ開催又は開催検討

				10～11月		登山イベント開催予定



		<工場見学会>

				11月		来年度、リョービ(株)様で計画中



		4.2021年度総会

				11月		コロナ感染状況によってはオンラインでの開催を検討





























































































































































































































































































































































































































































































2021活動計画2

		2021年度 活動計画(11/27実績）

		1.工業会理事会参加（オンライン）

		6/5,7/12				出席：橋本支部長



		2.幹事会

		　会議は全てオンライン会議

		　・4/4､17				今年度活動（工場見学会）計画策定⇒来年度に延期決定

		　・5/22､6/12				議事録のHP掲載とその他情報公開の検討

		　・7/10､9/25				支部総会の日程、詳細計画決定

		　・10/31､11/6､20				支部総会準備

		　・12月				支部総会の反省



		3.支部活性化活動

		<趣味的なもの>				有志による各種ｲﾍﾞﾝﾄ開催又は開催検討

				10～11月		登山イベント開催予定　⇒中止



		<工場見学会>

				11月		来年度、リョービ(株)様で計画中⇒2022年度へ延期



		4.2021年度総会

				11/27		オンラインでの開催





























































































































































































































































































































































































































































































2020会計報告

				2020年度　愛媛大学工業会　広島支部　会計報告

				                                                  ( 2020.4.1～2021.3.31 )

				【収入】				【支出】

				項目		金額		項目		金額

				前期繰越(注1)		383,602		幹事会補助費（＠2,000×5名）		10,000

								   2020.07.22開催

				利息(2020.09.14)		1		ZOOM会議費用		18,467

								   zoom使用料

				利息(2021.03.15)		1		工場見学打合せ費用		6,411

								　リョービ殿訪問交通費

								費用清算の振込手数料（注２）

								　出張、zoom、リョービ訪問の費用立替分		1,210















								次期繰越金（注３）		347,516





						383,604				383,604

				(注１）前期繰越金\383,602-   (預金364,276   現金19,326)

				(注２）前期出張旅費預かり分振込\220、zoom代立替費用振込\440、リョービ出張立替\550

				(注３）次期繰越金\347,516-  （預金 344,278　現金 3,238）





2021予算計画

				2021年度　愛媛大学工業会広島支部　予算計画　2021.4.1～2022.3.31



				【収入】

						実績						実績				202１年度予算		備考

				項目		平成25年		平成26年		平成27年		2019年		2020年

				前期繰越						405,778		445,542		383,602		347,516

				総会会費				111000		148,000		0		0		160,000

										37名						40名		会費：4,000円

				工業会補助費						187,000		172,000		0		190,000		お祝い金：基本５万円＋本部参加者数×1万円

										来賓2名
参加者：57名		来賓2名
参加者：34名				来賓2名
参加者：40名		補助費：参加者数×＠３０００円

				利息						77		4		2		2









				（収入の部）								617,546		383,604		697,518





				【支出】

						実績						実績				202１年度予算		備考

				項目		平成25年		平成26年		平成27年		2019年		2020年

				広島支部総会（会場費用他）								69,720		0		280,000		飲食費用含む



				総会　写真代、通信費　他								3,784		0		10,000		写真プリント、郵送代、その他



				趣味イベント補助								6,000		0		26,000		テニス：＠1,000×20人

																		登山：＠1,000×6人×1回

				幹事会補助費								64,000		10,000		32,000		＠2,000×8人×2回




				Zoomオンライン会議費用										18,467		26,400		オンライン会議費用：2,200円×12か月



				振込費用その他										1,210		3,000

				他支部、他学部への参加補助								90,440		6,411		66,000		東京、岡山、松山各1回

				残高（予備費）								383,602		347,516		254,118

				（支出の部）								617,546		383,604		697,518





幹事体制



2019年度

今年度より支部長を交代し、下記体制での運営を提案します 支部長：橋本 一寛（S46生産機械）
  副支部長：筒本 隆博（S55院冶金）
  副支部長：大澤 秀邦（S55院機械）
  会計：垰田 実（S55生産機械）
  会計監査：高津 和史（S49冶金）
  事務局：橋本 健二（S53機械）
  校友会担当幹事：河野 徹（S42土木）
  企画担当幹事：綿部 由聡（S53工業化学）
  幹事：才上 宗敏（S56電気）
  幹事：大畠 一彦（S59電気）
  幹事：李 基勇（H8院工業化学） 

2020年度
 
新任幹事を追加
支部長：橋本　一寛（S46生産機械）
  副支部長：筒本 隆博（S55院冶金）
  副支部長：大澤 秀邦（S55院機械）
  会計：垰田 実（S55生産機械）
  会計監査：高津 和史（S49冶金）
  事務局：橋本 健二（S53機械）
  校友会担当幹事：河野 徹（S42土木）
  企画担当幹事：綿部 由聡（S53工業化学）
  幹事：才上 宗敏（S56電気）
  幹事：大畠 一彦（S59電気） 
　幹事：李　基勇（H8院工業化学）
　幹事：宮岡　勲（S46土木）
　幹事：土井　和之（S53生産機械)
　幹事：阪井　克倫（H3 院機械）
　幹事：國富　將嗣（H8土木海洋)
　





支部幹事体制
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2019年度
支 部 長：橋本 一寛（S46生産機械）
副支部長：筒本 隆博（S55院冶金）
副支部長：大澤 秀邦（S55院機械）
会 計：垰田 実（S55生産機械）
会計監査：高津 和史（S49冶金）
事 務 局 ：橋本 健二（S53機械）
校友会担当幹事：河野 徹（S42土木）
企画担当幹事：綿部 由聡（S53工業化学）
幹事：才上 宗敏（S56電気）
幹事：大畠 一彦（S59電気）
幹事：李 基勇（H8院工業化学）

2020年度 ★新任幹事を追加

支 部 長：橋本 一寛（S46生産機械）
副支部長：筒本 隆博（S55院冶金）
副支部長：大澤 秀邦（S55院機械）
会 計：垰田 実（S55生産機械）
会計監査：高津 和史（S49冶金）
事 務 局 ：橋本 健二（S53機械）
校友会担当幹事：河野 徹（S42土木）
企画担当幹事：綿部 由聡（S53工業化学）
幹事：才上 宗敏（S56電気）
幹事：大畠 一彦（S59電気）
幹事：李 基勇（H8院工業化学）
幹事：宮岡 勲（S46土木）
幹事：土井 和之（S53生産機械)
幹事：阪井 克倫（H3 院機械）
幹事：國富 將嗣（H8土木海洋)
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