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令和４年度米子高専同窓会総会 

  

令和 ４年 ６月２５日(土) 

１５時００分～１８時００分 

Zoom によるオンライン会議 

 

次  第 

 総会 １５時００分～１５時３０分 

１．開 会 

２．会長あいさつ  

３．来賓紹介 

４．成立宣言 

５．議長選出 

６．第一号議案 令和３年度事業報告、決算報告および監査報告 

７．第二号議案 令和４年度事業計画（案）および予算（案） 

８．その他 

９．議長解任 

 １０．支部活動紹介 

 １１．閉 会 

    

講演会 １５時３０分～１６時１５分 

 

懇親会 １６時１５分～１８時００分 
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令和４年度役員 

役 職 氏 名 卒業年 学科名 

名誉会長 寺西 恒宣 校長 
 

会長(理事) 大谷 文雄 昭 54 年 工業化学科 

副会長(理事) 村田 英夫 昭 57 年 工業化学科 

副会長(事務局長・理事) 福庭 健一 平 04 年 電子制御工学科 

副会長(関西支部長・理事) 野口 清志 昭 53 年 機械工学科 

副会長(中部支部長・理事) 山浦由紀雄 昭 53 年 機械工学科 

副会長(首都圏支部長・理事) 角  正樹 昭 54 年 電気工学科 

理事 戸田 徳一 昭 54 年 電気工学科 

理事(ポータル・サイト本部管理者) 清水 哲也 平 04 年 電子制御工学科 

理事 増原 道忠 昭 48 年 工業化学科 

理事 山石  博 昭 53 年 工業化学科 

理事 角  佳典 平 09 年 工業化学科 

理事(会計担当) 菅原  香 平 07 年 建築学科 

監査 徳安 哲夫 昭 50 年 工業化学科 

監査 内藤 秀作 昭 63 年 建築学科 
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第一号議案 

令和３年度事業報告、決算報告および監査報告 

令和３年度事業報告 

1.概要 

 令和 3年度米子高専同窓会総会及び懇親会は令和 3年 6月 26 日（土）に初めて Zoom によ

るオンラインで開催し、8名の来賓及び 34 名の会員の方に参加いただいた。 

 また、中部支部総会もオンラインでの実施となり、関西支部総会及び首都圏支部総会の開

催は見送られた。 

 ほとんどの活動が中止またはオンラインでの開催となったが、定期的にオンラインによる

交流が続けられ、現在に至っている。 

 

2.在校生へのキャリア支援 

 在校生へのキャリア支援として、特別日課の 4学年及び 5学年の講演会について、同窓会

から講師を推薦し、4 学年へは首都圏支部の 11E 角支部長、5 学年へは鳥取県在住の元中部

支部会員 7M 中原様に講演いただいた。当日は Teams によるオンライン形式で実施された。 

 

3.会員との交流 

 コロナ禍の中、本部主催で Zoom によるオンラインで以下のような交流を実施した。 

 ・第 1回オンライン会員交流会：令和 3年 8月 21 日（土）、14 名参加 

・第 2 回オンライン会員交流会：令和 3年 11 月 13 日（土）、36 名参加 

兼「中部支部総会の懇親会」、「ホーム・カミング・デイ」 

 ・第 3回オンライン会員交流会（忘年会）：令和 3年 12 月 26 日（日）、9名参加 

 ・第 4回オンライン会員交流会：令和 4年 2月 19 日（土）、23 名参加 

 

5.本部・支部間交流 

 コロナ禍の中、各支部主催でオンラインにより以下のような交流が実施された。 

首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 4月 21 日（水）、10 名参加 

首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 5月 19 日（水）、9名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 7月 21 日（水）、10 名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 8月 18 日（水）、8名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 9月 15 日（水）、8名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 10 月 20 日（水）、8名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 3年 12 月 15 日（水）、12 名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 4年 1月 19 日（水）、10 名参加 
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  関西支部大高砂フォーラム：令和 4年 1月 29 日（土）、16 名参加 

 首都圏支部オンライン意見交換会：令和 4年 2月 16 日（水）、8名参加 

  首都圏支部オンライン意見交換会：令和 4年 3月 16 日（水）、9名参加 

 

6.本部理事会 

 本部理事会は毎月原則第 3 金曜日（または第 3木曜日）に、Zoom により開催した。 

① 第 1回理事会:令和 3年 4月 16 日（金） 

② 第 2回理事会:令和 3年 5月 21 日（金） 

③ 第 3回理事会:令和 3年 6月 18 日（金） 

④ 第 4回理事会:令和 3年 7月 15 日（金） 

⑤ 第 5回理事会:令和 3年 8月 19 日（木） 

⑥ 第 6回理事会:令和 3年 9月 15 日（木） 

⑦ 第 7回理事会:令和 3年 10 月 21 日（木） 

⑧ 第 8回理事会:令和 3年 11 月 18 日（木） 

⑨ 第 9回理事会:令和 3年 12 月 16 日（木)  

⑩ 第 10 回理事会：令和 4年 1月 20 日（木） 

⑪ 第 11 回理事会：令数 4年 2月 17 日（木） 

⑫ 第 12 回理事会：令和 4年 3月 17 日（木） 

 

7.会長・副会長会 

 本部、各支部の会長、副会長で不定期に Zoom によるオンライン会議を開催した。学校の

先生方との交流も行った。 

① 第 22 回 会長・副会長会: 令和 3年 4月 18 日(日) 

② 第 23 回 会長・副会長会: 令和 3年 6月 20 日(日)、前原キャリア支援室長参加 

③ 第 24 回 会長・副会長会：令和 3年 10 月 6 日(水) 

④ 第 25 回 会長・副会長会：令和 3年 12 月 8 日(水) 

⑤ 第 26 回 会長・副会長会：令和 4年 1月 18 日(火) 

⑥ 第 27 回 会長・副会長会：令和 4年 3月 7日(月) 、粳間先生、権田岳先生参加 

 

8.ポータル・サイトの運営・更新、会員への情報発信 

新入会準会員に ID・パスワード発行を行った。 

ID・パスワードの再発行とポータル・サイトの保守管理を行った。 

同窓会報発行（PDF）及びメルマガ配信、Facebook により会員への情報発信を行った。 

「同窓会メルマガ」は月一回、約 1,330 名の会員に向けて配信した。 

  また、約 350 名の在校生に対し、その内容についての「お知らせ」を配信した。 
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令和３年度決算報告 

 

 
 

・令和３年度一般会計決算についての説明 

＜収入＞ 

 入会金による予定通りの入金があった。 

 50 周年記念事業寄付金から 10万円の繰り入れはしなかった。 

＜支出＞ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事が中止になったり、オンライン開催になった

ため、当初の予定より支出が大幅に減少した。 

中部支部総会についても残念ながら、オンライン開催となった。また、全国高専同窓会連絡会は

開催されなかった。よって、旅費、借上料及び渉外費の支出はなかった。 

 高専祭は前年度のように部内だけで開催されたため、広報費の支出はなかった。 

 

（同窓会普通口座）

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 1,101,233 1,101,233

入会金 会費 1,040,000 1,040,000 5,000×208名分

雑収入 利息 10 11

合計 2,141,243 2,141,244

項目 概要 予算額(円) 決算額(円)

会員ﾃﾞｰﾀ管理費 79,200

在校生ID/PW配布・ﾒｱﾄﾞ登録依頼 70,342

在校生ﾒｱﾄﾞ登録返信 2,730

サンメディア利用料 ﾎﾟｰﾀﾙ・ｻｲﾄ年間維持費 66,880

積立金 フォローアップ調査 100,000 100,000

本部・支部活動支援費 本部・各支部 200,000 200,000 本部・各支部 ＠50,000

中部支部総会旅費 0

全国高専同窓会連絡会 0

借上料 44,000 0 中部支部総会会場費 0

会議費 リモート使用料 10,000 22,082 Zoom等使用料 22,082

消耗品費 10,000 0

通信費 10,000 420 郵送料

広報費 15,000 0 高専祭パンフレット広告

手数料 3,000 2,125 振込手数料

渉外費 2,000 0

慶弔費 20,000 1,296 弔電代

予備費 1,268,091 1,596,169 預金残高

合計 2,141,243 2,141,244

旅費 240,000 0

令和３年度一般会計決算

　収入の部

　支出の部

備考

委託料
小野高速印刷利用料

219,152 219,152
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・令和３年度特別会計決算についての説明 

ポータル・サイト作成事業準備基金、周年記念事業積立金について動きはなかった。 

 フォローアップ調査積立金を 10万円積み立てた。 

50 周年記念事業寄付金は利息が入った以外の動きはなかった。 

  

ポータル・サイト作成事業準備基金

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 500,000 500,000

合計 500,000 500,000 預金残高 500,000円

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

合計 0 0

フォローアップ調査積立金

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 100,000 100,000

積立金 入金（フォローアップ調査） 100,000 100,000 一般会計より

合計 200,000 200,000 預金残高 200,000円

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

合計 0 0

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 1,000,000 1,000,000

合計 1,000,000 1,000,000 預金残高 1,000,000円

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

合計 0 0

50周年記念事業寄付金

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

繰越金 前年度より繰越 861,198 861,198

雑収入 利息 0 8

合計 861,198 861,206 預金残高 861,206円

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

合計 0 0

　収入の部

令和３年度特別会計決算

(同窓会定期定額口座)

　収入の部

　支出の部

(同窓会定期定額口座)

(同窓会総合口座)

　収入の部

　支出の部

　支出の部

周年記念事業積立金

(同窓会定期定額口座)

　収入の部

　支出の部
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第二号議案 

令和４年度事業計画(案)および予算（案） 

令和４年度事業計画(案) 

 Ynct-net 同窓会ビジョンに基づき、また新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、

以下の事業を展開する。 

 

１．Ynct-net ポータル・サイトの運営 

 Ynct-net ポータル・サイトの管理運営を行う。 

 情報の発信とともに情報提供を呼び掛ける。 

 

２．同窓会理事会の開催 

 会員の交流会等の同窓会事業について検討するため理事会を開催する。 

 

３．学校との協力推進 

学校とすり合わせながら、在校生へのキャリア支援として、特別日課の講師等について

協力する。また、オンラインでの交流を企画、実施する。 

 

４．会員交流会の開催 

会員相互の交流を図るため、オンライン交流会の定例化を図り、コロナの状況を見なが

らリアルでのイベントを検討し、実施する。 

 

５．各支部との交流推進 

 関西支部、中部支部、首都圏支部とのオンラインを含む交流を図り、情報交換と事業協力

を行う。 

 

６．同窓会報の発行 

同窓会の活動を広く知らせるため会報 PDF 版を作成し、ポータル・サイトに掲載する。 

 

７．会員の現況把握 

会員の現況把握、特にメールアドレス捕捉率の向上に努める。 

 

８．会員への情報発信 

メルマガ配信、Facebook やポータル・サイト活用により会員への情報発信を実施する。 

同窓会情報発信のＩＴ化周知に取り組む。 
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令和４年度予算(案) 

 
 

・令和４年度一般会計予算（案）についての説明 

＜収入＞ 

 主に繰越金と新入生及び編入生の入会金の予定である。 

 令和 4 年度も 50周年記念事業寄付金から 10 万円の繰り入れはしない。 

＜支出＞ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度も各種行事をオンライン開催にする予定である。 

 総会経費として PC・net 環境レンタル料金 10万円を計上する。 

 本部・支部活動支援費を実態に合わせ地域活動支援費に名称変更する。 

旅費としては、関西支部総会が 11月 19 日（土）開催予定のため、旅費を確保する。 

 本部・各支部分の Zoom の使用料を Web 会議経費として計上する。 

・

（同窓会普通口座）

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 1,596,169

入会金 会費 1,035,000 5,000×207＝1,035,000

雑収入 利息 11

合計 2,631,180

項目 概要 予算額(円) 

会員ﾃﾞｰﾀ管理費 79,200

在校生ID/PW配布・ﾒｱﾄﾞ登録依頼 74,000

在校生ﾒｱﾄﾞ登録返信 4,000

サンメディア利用料 ﾎﾟｰﾀﾙ・ｻｲﾄ年間維持費 66,880

積立金 フォローアップ調査 100,000

地域活動支援費
（本部・支部活動支援費）

本部・各支部 200,000 本部・各支部 ＠50,000

支部総会旅費 85,000

全国高専同窓会連絡会 50,000

総会経費 100,000 PC・net環境iレンタル料金 100,000

借上料 28,000 支部総会会場費 28,000

Web会議経費 88,000 本部・各支部Zoom使用料 88,000

消耗品費 10,000

通信費 10,000

広報費 15,000 高専祭パンフレット広告

手数料 3,000 振込手数料

渉外費 10,000

慶弔費 20,000

予備費 1,688,100

合計 2,631,180

旅費 135,000

令和４年度一般会計予算（案）

　収入の部

　支出の部

備考

委託料
小野高速印刷利用料

224,080
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・令和４年度特別会計予算（案）についての説明 

ポータル・サイト作成事業準備基金については、50 万円を積み立てたままで、令和 4 年度の積立

はしない。 

 フォローアップ調査積立金をさらに 10万円積み立てる。 

 周年記念事業積立金は 100 万円を積み立てたままにする。 

50 周年記念事業寄付金は令和 4年度も利息が入る以外動きはない予定。 

 

ポータル・サイト作成事業準備基金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 500,000

合計 500,000

項目 概要 予算額(円) 備考

合計 0

フォローアップ調査積立金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 200,000
積立金 入金（フォローアップ調査） 100,000 一般会計より

合計 300,000

項目 概要 予算額(円) 備考

合計 0

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度より繰越 1,000,000

合計 1,000,000

項目 概要 予算額(円) 備考

事業費 周年記念事業 0

合計 0

50周年記念事業寄付金

項目 概要 予算額(円) 備考
繰越金 前年度より繰越 861,206

雜収入 利息 8

合計 861,214 次年度へ繰越

項目 概要 予算額(円) 備考

予備費 0

合計 0

(同窓会総合口座)

　収入の部

　支出の部

　支出の部

周年記念事業積立金
(同窓会定期口座)
　収入の部

　支出の部

　収入の部

令和４年度特別会計予算（案）

(同窓会定期定額口座)
　収入の部

　支出の部

(同窓会定期口座)


