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名古屋校友会会長挨拶 

名古屋校友会会長 伊藤 聡（工 S54 年） 

名古屋校友会の皆様におかれまし

ては、益々ご健勝のこととお慶び申

し上げます。日頃は大阪府立大学校

友会並びに名古屋校友会活動にご志

援ご協力を賜り感謝申し上げます。 
昨年は、新元号の公表、天皇陛下

が即位され大きな節目の年となりまし

た。一方で台風 19 号の記録的大雨による堤防決壊や
世界遺産首里城の出火など多くの災害にも見舞われま

した。10 月にはアジア初のラグビーワールドカップ
が日本で開催され、ラグビーブームが巻き起こり、日

本代表選手の純粋な真っ直ぐさや紳士ぶりに感心し、

ONETEAM の大切さを改めて学びました。 
本年は、想定外のコロナウイルスの発生により、東

京オリンピック、パラリンピックも延期となりました

が、来年は、コロナ禍を克服し、57 年ぶりにあのオ
リンピックの感動が、日本にやってきます。 
また、単純合算学部生数が国公立大学 3 位となる

新大学構想は、昨年の法人統合に続き、今年は新大学

設置申請を行い更に進展していくことが予定されてお

ります。  
名古屋校友会では毎年、総会、囲碁同好会、麻雀同

好会、ゴルフコンペ、ビアパーティ、ハイキング、講

演会、新年会など年間延べ１５回に及ぶ会員参加企画

を開催し、延べ２００人程度の会員の皆さんに参加し

ていただいております。本年も昨年同様に愛三岐在住

の卒業生約１，２００人の皆様に連絡させて頂いてお

ります。 
今年はコロナウイルスによる緊急事態宣言の発令と

延長、未だに予断を許さない混沌とした状況が続いて

おり、残念ながら総会の開催中止、活動の自粛を余儀

なくされますが、来年の総会では、御高話を拝聴かた

がた、会員間の親睦・交流を大いに深めたいと思いま

す。初参加大歓迎、是非、気軽にご参加いただければ

と思います。また、明るく、楽しく、和気あいあい、

上機嫌の会員活動にも気楽にご参加いただければと思

います。校友会活動が会員の皆様の楽しみの何かしら

の一助となり、会員の皆様の輪が広がり、盛り上がり、

繋がりとなるよう、一層のご理解ご協力ご参加を、そ

してご自愛下さることを、心からお願い申し上げます。 

学長挨拶 
大阪府立大学 学長 辰巳砂 昌弘 

昨年 4 月 1 日付けで学長に就
任しました辰巳砂（たつみさご）

昌弘と申します。名古屋校友会の

皆さまにご挨拶と大学を取り巻く

状況をご説明申し上げます。私は

昭和 55 年に工学部応用化学科の
助手として着任し、以来 40 年間、
教員として大阪府立大学にお世話になっております。

副工学研究科長・副工学部長を 4 年、工学研究科
長・工学部長を 4 年務めましたが、全学の運営は昨
年度から初めて取り組んでいます。これまでの取り組

みを継承する中で、良いところを伸ばし、効果の薄い

ところは改めていきたいと考えています。「高度研究

型大学-世界に翔く地域の信頼拠点-」にむけて、謙虚
に、また誠実に大学運営に取り組んでいきたいと考え

ておりますので、どうかご支援のほど宜しくお願い申

し上げます。 
私にとって、名古屋はこれまで学会や研究集会、共

同研究等で出張の機会が多く、大好きな土地柄です。

一方私は、生まれも育ちも大阪で、人生の半分以上を

大阪府立大学で過ごしていますので、本学を客観的に

見ることが難しい面があるかもしれません。名古屋校

友会の皆さまには是非、名古屋からの視点でアドバイ

ス頂ければと思っております。どうか宜しくお願いい

たします。 
さて、昨年から新しい法人、公立大学法人大阪が誕

生し、大阪市立大学と本学がその傘下に入りました。

私も新法人の副理事長として、法人の運営に携わって

おります。新法人の最大のミッションは大学統合であ

り、府市との連携を図りながら検討を進めています。

実際、新法人のもと、大阪府、大阪市とも議論を重ね、

本年 1 月には新大学の具体的な姿を示した「新大学
基本構想」を策定しました。令和 4 年 4 月開学予定
の新大学は、1 学域、11 学部、15 研究科を擁するフ
ルラインナップの総合大学となります。また、入学定

員数で比較すると、阪大、東大に次いで国公立大学で

は日本で 3 番目となります。今後、少子高齢化が進
む中、大学間競争は世界的な激化が予想され、我が国

を代表する公立大学の誕生が望まれています。本学は

これまでも繰り返し大学統合や改組を経験しており、

「変わる」ことを恐れずに新しい大学像を追い求めて
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きました。今後も本学のアイデンティティーを継承・

発展させながら、新大学の実現を着実に進めたいと考

えていますので、名古屋校友会の皆さまには、是非と

もご理解、ご協力をお願いいたします。 
大学における最大のミッションは教育・研究・社会

貢献を通して優れた人材を社会に送り出すことです。

卒業生、同窓生の皆様の活躍が即大学のブランド力ア 

ップに繋がります。名古屋校友会の皆様の益々のご健

勝とご発展を祈念し、大学への一層のご協力・ご支援

をお願いして、ご挨拶とさせて頂きます。 

校友会会長挨拶  

名古屋校友会の皆さんへ 
大阪府立大学 校友会会長 津戸 正広 

名古屋校友会のみなさんには各

界で存分にご活躍のことと思いま

す。本年もみなさんとともに同窓

生の絆を深め、さらに広げていき

ましょう。 

名古屋校友会は、昨年創立 20

周年を迎え、ますます堅実な途を

歩んでおられることと思います。府大の同窓会全体に

元気を発信していただければうれしいです。 

校友会は、同窓生および現役生のためにさまざまな

事業を展開していますが、地域同窓会への支援もより

一層強めていますので、よろしくお願いいたします。

重要な活動の一つとしてホームカミングデイの開催が

ありますが、今年も白鷺祭の最終日である 11 月 3 日

に行う予定です。旧友と再会し歓談したり、また学生

たちによる白鷺祭の催し物を楽しむことができますの

で、事情が許せばふるってお越しください。昨年の白

鷺祭は「新時代航路」というテーマで多くのイベント

や模擬店が企画され、学生や多数の来訪者でにぎわっ

ていました。午前中には、辰巳砂学長による「新大学

について」という説明会が開催され、同窓生の関心も

高く、活発な質問が出ました。午後の「ウェルカムパ 

ーティー」においては、テレビ高知の木岡真理奈さん

の司会により、地域同窓会などの併設展示の紹介、ビ

ジネスアイデアコンテスト表彰式、府大マルシェ・レ

シピコンテスト最優秀賞受賞の山本麻衣さんによるス

ピーチ、留学生エマヌエルさんの流暢な日本語による

講演、全員での学生歌斉唱、エヴァコールによる合唱、

應援團による演舞とエール、そして何よりも同窓生ど

うしの歓談を存分に楽しみました。名古屋校友会の伊

藤聡会長にもご挨拶をいただき、ありがとうございま

した。 

2022 年の新大学発足については、校友会も対応を

模索しています。大阪市立大学同窓会の関係者とは情

報交換と意思疎通を深める努力をしていますが、みな

さんからのご意見にも耳を傾けながらどういう形の同

窓会がいいか考えていきたいと思います。 

大阪府立大学は 2023 年に創基 140 年を迎えます。

歴史と伝統を積み重ねてきた大学の同窓生として、大

阪府立大学さらには新大学の発展に向けてみなさんと

ともに全力を尽くしたいと思いますので、よろしくご

支援くださいますようお願い申し上げます。 

名古屋校友会活動報告  

（１） 名古屋校友会創立 20 周年記念総会・

懇親会（2019.6.2）
開催場所：名古屋商工会議所 2F 名商グリル 

田中教授

新天皇皇后両陛下が初の国内地方公務で前日からお

泊りの名古屋観光ホテル直営名商グリルで、名古屋校

友会創立 20 周年記念総会・懇親会を開催しました。

記念総会を盛大に迎えるため、卒業生室の紹介で、東

海地区在住で名古屋校友会未登録の方々にも広くご案

内させて頂きました。

大阪府立大学から辰巳砂新学長、真嶋学長補佐、柳

事務局長、上田卒業生室長、水島経済学科長、奥野名

誉教授、校友会から津戸新会長、斐文会から仁科理事

長、白鳥会から浅井新会長・真砂前会長、東京同窓会

から山田会長・竹本副会長、岡山同窓会から助台会長、

首都大学東京中部支部から佐藤会長・岩間幹事、計

15 名の来賓をお招きし、総勢 72 名の出席者で賑やか

な総会・懇親会となりました。 

総会、柳事務局長の大学近況報告の後、恒例の講演

会は本学卒業生で名古屋大学特任教授の田中秀孝氏

（81 工・機械博士）をお迎えし、『日本初の誇れる

国際宇宙ステーション｢きぼう」の開発と宇宙利用で

世界は変わる ！！』と題して、「きぼう」検討当初

から開発・打上げ・運用までを第一線で支え続けた豊

富な国際経験や、今後の宇宙開発・宇宙利用による社

会の変化についてご講話頂きました。 

懇親会では皆さん地元老舗名古屋観光ホテル直営店

の名商グリルの料理に舌鼓を打ちながら、旧交を温め

て頂きました。東京同窓会山田会長、白鳥会浅井新会

長の挨拶の他、参加会員最年長の太田さん（54 工・

応化）、初参加の西岡さん（85 工・機械修士）、最

年少新社会人の山室さん（19 現代システム）の挨拶

に、参加会員世代を超えて大いに盛り上がりました。

最後に学生歌斉唱、記念撮影でお開きとなりました。 
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最後に、「一番言いたかった事は」と紹介された先輩

のコメントを記しておきます。 
『ガンの発症を 70 歳まで猶予してくれた運命に感

謝！うつ病、ガン、時々の骨折にも温かく支えてくれ

ている妻や子供達、そして友人に感謝！』 

（３）普門寺紅葉とヒマラヤ桜ハイキング

(2019.11.30) 

名古屋校友会では年 1回の総会の他に、メール会員の

皆様に、ゴルフ、麻雀、囲碁、ハイキング等趣味の会

や、ビアパーティ、なかもず会（講演会）など、メー

ルでご案内しています。メール未登録の方は是非下記

宛てご連絡ください。 

連絡先： 

名古屋校友会幹事長 岡野 勝（74 工・電子）

MAIL：okano.masaru09031218[at]outlook.jp
            ※メールを送る場合は、[at]を@に変更してください。

名古屋校友会幹事 津田廣一（工 S51 年）

東三河の隠れた紅葉名所である普門寺への軽ハイキ 

ングを計画した。残念ながら参加者 2人の寂しいハイ

キングとなってしまったが、新所原駅から普門寺へ長

閑な蜜柑畑を 1ｈ歩いて普門寺へ。 

普門寺境内の紅葉とヒマラヤ桜を見て、この時期だ

け開帳の重要文化財の仏像を見学し、宿場町二川へ 1 

ｈ歩いて商家駒屋の蔵カフェで昼食。二川宿本陣資料

館を見学して有意義な 1日をすごした。 

（２） なかもず会  

「癌と言われて 2 年」（2020.2.16）
名古屋校友会幹事 津田廣一（工 S51 年） 

今回は、いつもと違う企画とし

ました。癌を公表しても元気な先

輩を見ている内に、誰だったか？

「話を聴いてみたい」との声を聞

いた。“いいかも”と思い、早速、

に打診すると、「いいよ」との快

諾。令和 2 年 2 月 16 日（日）17
時から、「癌と言われて 2 年」と言うタイトルで、
名古屋校友会副会長の杉元民夫氏の講演会をなかもず

会として開催しました。 

実体験に基づく話の講演と言う事で 19 名の多くの
参加を得ました。先輩の人柄なのか、ユーモラスな語

り口で、発症してからの 3 年弱の貴重な体験のお話
を聴くことが出来ました。私の最も印象に残った事は、

何が起こっても前向きに考える先輩の生き様でした。
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（４）麻雀大会   

名古屋校友会幹事 佐々木 康年（工 S48 年）  

第 10回麻雀会 8 月 3 日（麻雀ウイング） 

優勝：串上修三さん

第 11回麻雀会 2 月 23 日（麻雀ウイング） 

優勝：稲葉雅美さん

mailto:okano.masaru09031218@outlook.jp


   

（５）ゴルフ同好会名仙会 

名古屋校友会幹事 佐々木 康年（工 S48 年） 

第 73回名仙会 5 月 31 日   

富士カントリー可児クラブ・美濃ゴルフ場 
優勝：曽我部紀夫さん  

場 所）上前津 

「名古屋市・中・生涯学習センター 」 

費 用）無料 

名古屋校友会から応分の援助を受けて  

内 容）池田 年（４１年経済）五段による講習  

その後、各自２～３局の対局  

「ゆったりと 囲碁ファーストで 老いを往く」 

「一碁一笑」「晴ゴ雨碁」 

ＮＨＫ Ｅテレ囲碁講座より 

興味ゆとりのある方、一度お顔を出してみて下さい。 

会員投稿 

（１）エベレスト街道を歩く 

第 74回名仙会 11 月 8 日 

富士カントリー可児クラブ・美濃ゴルフ場 
優勝：井上儕年さん 

（６）囲碁・同好会 

名古屋校友会幹事 木本 攻（経 S43 年）  

囲碁同好会はＨ２７年有志６名でスタートしました。

以降、年 6 回開催で令和２年２月で 30 回目をむか

えました。 

最近は４～6 名の参加者で、内容は下記の通りです。  

日 時）偶数月の第２土曜日 13:00～16:30 

但し、２か月前の予約が一杯の場合は 

第３土曜日  
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名古屋校友会幹事 津田廣一（工 S51 年） 

突然のネパール遠征話。エベレスト街道トレッキ

ングと展望台カラパタール（5545ｍ）登頂。心が
動く。最後のチャンス？ 妻へ相談、あっさり「行

って来たら」。 
山屋の憧れ“エベレスト”。4 月 21 日、会社仲間
とネパールへ。翌日、プロペラ機でルクラ（2840
ｍ）へ。高所順応ハイクとウインドショッピング。

23 日、トレッキング開始。前方にヌプラ（5885
ｍ）。ヤク、ゾッキョも同じ道だ。吊り橋の揺れも

楽しい。24 日にサガルマータ国立公園入山。ドウ
ドコシ川沿い、吊橋を何度も渡る。シェルパ村ナム

チェ（3440 ｍ）へ。ナムチェからキャンズマ
（3600ｍ）、タンボチェ（3870ｍ）、パンボチェ
（3940ｍ）、ディンボチェ（4343ｍ）と、毎日、
高度を上げる。29 日朝、一人が高山病で緊急下山。
高所順応で 5075ｍのナンガソンピークへ。翌 30 
日、雪舞う中、ロブチェ（4930ｍ）へ。 
5 月 1 日、ゴラクシェップ（5100ｍ）へ向かうも、
体が重い。呼吸が乱れ、足が前へ出ない。疲労と天

候を考慮、エベレスト BC（5364ｍ）へ計画変更。
疲労困憊しゴラクシェップへ戻り、緊急会議。

「BC で、十分」と言うメンバーも。「這ってでも、
行くよ」と、私。 
2 日、快晴。5 時起床、7 時出発。ヌプチェから陽
が昇る。正面にプモリ。雪を抱く山々。急登に息も

上がる。1 歩 1 歩。9 時カラパタール登頂。“ヤッ
ター！”エベレスト、ヌプチェの雄姿、別方向にク
ーンブ氷河、アマダブラム、カンテガ、タムセル

ク・・感無量。20 分滞在、ロブチェまで下山。 
翌日、ペリチェへ。4 日、ヘリコプターとプロペラ
機でカトマンズへ。冒険終了。感謝！ 



（２）初めての〇〇／初体験物語 

ゾッキョ軍団が行く 

吊橋は楽し 

カラバタール最高点 

名古屋校友会幹事 山口英明（工修 S63 年） 

誰にでも、嬉し恥ずかしドキドキの初体験物語が、

きっとあるに違いない。会報誌では、皆さんのそんな

初体験物語を連載していこうと考えている。イヤイヤ、

決して卑猥な話ではありませんよ！誰ですか？残念が

っているのは。 
さてさて、私こと山口英明は、大阪生まれ大阪育ち

である。そして、大阪市立天王寺幼稚園、大阪市立天

王寺小学校、大阪市立天王寺中学校、大阪府立高津高

等学校、大阪府立大学、大阪府立大学大学院とすべて

自宅から通学した。他所の地方の大学に行こうなんて、

微塵も考えなかった。決して裕福な家庭に育った訳で

はなく、ましてや浪人していたのだから。 
と言うのは建前で、一人暮らしに自信がなかったから

である。なにせ極端な夜型人間であり、高校時代は夜

11 時に床に就いても、朝方の 3 時や 5 時になってや
っと眠りに落ちる有様であった。また、料理や洗濯な

んて小学校の家庭科でやっただけの、典型的な昭和の

男だったからでもある。 
そんな男が、就職するにあたって、なぜ故郷を離れ

て一人暮らしをすることにしたのか？不思議に思いま

せんか？もちろん、憧れの航空宇宙産業に携われ  

るというのが第 1 の理由ですが、親会社の賄い付き
独身寮に入る予定だったからです。ところが、幸か不

幸かバブル景気が始まった時代であり、親会社の独身 

寮ではなく、一般のアパートやマンションを借り上げ

た独身寮に入ることに変わっていたのです。「なんて

こったぁー！」という本人の驚きとは逆に、後輩や家

族からは羨ましがられつつ、名古屋へと旅立ったので

ある。 
当時は今とは違い、単身者には不便な世の中だっ 

エベレスト 

カラパタール(5545m)より 

ヌプチェ た。コンビニも 24 時間営業などは数少なく、そう言
えばサークル K なんて初めて見たなぁ。近所の弱小
食品スーパーや市場は帰宅後の 18 時にはほぼ売り切
れだし、ユニーなどの大手スーパーは 20 時ごろまで
の営業だけど少し遠くて通い辛かった。深夜営業のフ

ァミレスや中華料理店も、自動車を持っていないと行

ける距離ではなかった。クリーニング店も朝晩の営業

時間が合わないから、ワイシャツのアイロン掛けにも

苦労したよ。今は形態安定加工という便利な物がある

ので、助かってます。本当に便利な世の中になったと

感心するけれど、サービス業の行き過ぎた競争はどう

かな？と思うね。やっぱり。 
大阪と名古屋の文化の違いもよく感じた。市バスの

前払い定額運賃とか、名鉄電車は駅の自動販売機が朝

晩は動いておらず改札もなく車掌さん業務だった。乗

客は車両のドア付近に固まって中に移動せず（これは

今でも）、駅のホームの整列乗車やトイレやレジの一

列並びもなくて、「なんて遅れた田舎なんだ」と馬鹿

にしていた。うどん店には、「透き通った関西系か
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な？真っ黒な関東系かな？」とドキドキしながら入っ

たものだ。意外にも、味噌カツと赤味噌には抵抗がな

かったけれど、おでんに味噌を付けるのは今でも馴染

めないかも。エスカレーターの左立ち（右開け）／右

立ち（左開け）については、事前に知っていたので驚

きはなかったような、むしろ、左右どちらも開けてい

なかったような気がする。そう言えば、歩くスピード

が遅いとイライラしていた覚えはある。 
そんなこんなで名古屋歴も 30 年以上になるけれど、

口うるさく言う人がいない快適さのためか自由気まま

な一人暮らしを続けていることと、「～じゃん」と口

にするとは夢にも思わなかったです。この先、どんな

初めてが待っているのか、ワクワクしながら生きてい

こうと思う。 

★2019 年度収支計算書、2019 年度事業報告、

2020 年度収支予算案については、従来から年

度総会で報告をしておりましたが、本年度は

新型コロナウイルスの影響を考慮し、総会懇

親会を中止するとともに名古屋校友会活動も

当面自粛いたします。本会報の記載をもちま

して、会員の皆様へのご報告とさせていただ

きます。会員の皆様には大変ご迷惑をおかけ

しますが、何卒ご理解ご協力を賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。 

2019 年度収支計算書 

単位：円 

同窓生寄稿文・連載のご提案 
・・・・・・・・・・ 

今後、会員の皆様からも近況報告も含めて、会報への

寄稿を頂ければと思います。事前にお願いしてまいり

ますので、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 
・・・・・・・・・・ 

連載キーワード 
A. ワンフレーズテーマ 

☆道草 ☆寄り道 ☆さぼり ☆一休み ☆若気の至り 

☆夜更かし ☆朝型夜型 ☆習慣 ☆〇〇のおとも  

☆後悔 ☆失敗 ☆分かれ道 ☆分岐点 ☆迷い道  

☆乗り換え ☆終着駅☆転換点 ☆変曲点 パラレルワ

ールド ☆もしも・・・あの時・・・ ☆三つ子の魂百

まで ☆やっぱり自分って ☆いつの間にか ☆実は、

ここだけの話 ☆懺悔、告白 ☆こんなはずでは・・・

☆人間万事塞翁が馬 
B. キーワード（修飾語） 

☆初めての ☆最後の ☆忘れられない ☆想い出の 

☆懐かしの ☆あの頃の ☆あこがれの ☆大好きな 

☆止められない ☆大嫌いな☆怖い ☆厳しい ☆優し

い ☆大人の 
C. キーワード（対象） 

☆師匠、先生 ☆友、友人、親友、悪友、腐れ縁、あい

つの、あの人の ☆先輩 ☆後輩 ☆ペット ☆物、事 

☆食べ物 ☆飲み物 ☆一杯 ☆一品 ☆喫茶店 ☆飯

屋、学食 ☆言葉、名言、格言、お叱り、叱咤、激励、

励まし ☆歌 ☆映画☆遊び ☆おもちゃ、道具、自動

車、楽器 ☆趣味 ☆スポーツ、芸事、習い事、部活 

☆寮、下宿 ☆校舎、グランド、プール、芝生、池、モ

ニュメント 

次期繰越金の内訳 

現金 19,047 

ゆうちょ銀行振替口座 361,113 

合計 380,160 

会計監査報告書 

令和 2 年 4 月 11 日に会計監査を行った結果、以下の

通りご報告申し上げます。現金出納帳、振替口座出納

長、領収書等の帳票類は適正に記帳、管理されており

2019 年度収支計算書は正確かつ適正であると認めま

す。 

大阪府立大学名古屋校友会 

監事 加藤正樹 
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（平成 31.4.1～令和 2.3.31） 

収

入

の

部 

予算 実績 差異 

総会参加費合計 

会員参加費

その他関係者参加費

432,000 

375,000 

57.000 

398,284 

350,784 

47,500 

-33,716 

-24,216 

-9,500 

活動協力金 100,000 55,500 -44,500 

校友会本部支援金収入 150,000 210,000 60,000 

校友会本部補助金収入 100,000 100,000 0 

行事補助陵友会負担金 25,000 25,000 0 

雑収入 0 51,775 51,775 

前期繰越金 484,961 484,961 0 

収入合計 1,291,916 1,325,520 33,559 

支

出

の

部 

予算 実績 差異 

総会費・懇親会費 505,000 534,264 29,264 

通信費 100,000 185,074 85,074 

振込手数料負担金 10,000 13,172 3,172 

消耗品費 15,000 1,910 -13.090 

会合費 150,000 42,200 -107,800 

印刷費 100,000 70,200 -29,800 

旅費交通費 90,000 67,340 -22,660 

行事補助金 110,000 31,200 -78,800 

予備費 10,000 0 -10,000 

支出合計 1,090,000 945,360 -144,640 

次期繰越金 201,916 380,160 178,199 



 

2019 年度事業報告（平成 31.4.1～令和 2.3.31） 

月 日 項目 会場 参加人数 

４ ２ 役員会 オルクドールサロン ４ 

１３ 囲碁同好会 生涯学習センター ４ 

５ １９ 役員会 TKP 伏見ビジネスセンター １０ 

３１ 名仙会ゴルフコンペ 富士Ｃ可児クラブ美濃 ６ 

６ ２ 総会 名商グリル ５２ 

９ 首都大学東京同窓会中部支部総会 太平洋フェリー ４ 

１５ 囲碁同好会 生涯学習センター ５ 

２２ 第１回校友会理事会・評議員会 Ｉ－ｓｉｔｅなんば １ 

２３ 斐文会総会懇親会 シティプラザ大阪 １ 

７ ７ 役員会 TKP 伏見ビジネスセンター ９ 

８ ３ 麻雀同好会 ウイング ６ 

４ ビアパーティー 名鉄百貨店ビアガーデン １３ 

１７ 囲碁同好会 生涯学習センター ６ 

９ ８ 役員会 大須コミュニティセンター ８ 

１０ １３ 囲碁同好会 生涯学習センター ３ 

１１ ３ ホームカミングデー 大阪府立大学 ３ 

８ 名仙会ゴルフコンペ 富士Ｃ可児クラブ美濃 １０ 

９ 第７回広島同窓会 ザロイヤルパークホテル広島 １ 

３０ 普門寺紅葉とヒマラヤ桜ハイキング 普門寺 ２ 

１２ １ 第２回校友会理事会・評議員会 Ｉ－ｓｉｔｅなんば １ 

７ 役員会 大須コミュニティセンター １０ 

１４ 囲碁同好会 生涯学習センター ４ 

２ １１ 第２９回東京同窓会総会・新年会 明治記念館 ２ 

１６ 囲碁同好会 生涯学習センター ４ 

１６ 役員会 大須コミュニティセンター ９ 

１６ なかもず会講演会 北京宮廷料理涵梅舫 １９ 

１６ 新年会 北京宮廷料理涵梅舫 １９ 

２３ 麻雀同好会 ウイング ５ 

３ １５ 役員会 大須コミュニティセンター ８ 
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2020 年度の予定 

本年度は総会懇親会を中止するとともに名古屋校友会活動も当面自粛いたしますが、各行事の詳細が決まり次第、

メールでご案内します。 メール未登録の方は 是非下記宛てご連絡ください。  

連絡先：名古屋校友会幹事長 岡野 勝（74 工・ 電子） 

MAIL：okano.masaru09031218[at]outlook.jp
            ※メールを送る場合は、[at]を@に変更してください。

                                                            2020 年度収支予算案（令和 2.4.1～令和 3.3.31） 

単位：円 

収

入

の

部 

予算 2019 年度実績 差異 

総会参加費合計 

会員参加費

その他関係者参加費 

０ 

０ 

０ 

３９８，２８４ 

３５０，７８４ 

４７，５００ 

－３９８，２８４ 

－３５０，７８４ 

－４７，５００ 

活動協力金 ８０，０００ ５５，５００ ２４，５００ 

校友会本部支援金収入 ２１０，０００ ２１０，０００ ０ 

校友会本部補助金収入 １００，０００ １００，０００ ０ 

行事補助金陵友会負担金 ０ ２５，０００ －２５，０００ 

雑収入 ０ ５１，７７５ －５１，７７５ 

前期繰越金 ３８０,１６０ ４８４，９６１ －１０４，８０１ 

収入合計 ７７０,１６０ １，３２５，５２０ －５５５，３６０ 

支

出

の

部 

予算 2019 年度実績 差異 

総会費・懇親会費 ０ ５３４，２６４ －５３４，２６４ 

通信費 １９０，０００ １８５，０７４ ４，９２６ 

振込手数料負担金 ５，０００ １３，１７２ －８，１７２ 

消耗品費 ５，０００ １，９１０ ３，０９０ 

会合費 ４５，０００ ４２，２００ ２，８００ 

印刷費 ７０，０００ ７０，２００ －２００ 

旅費交通費 ２０，０００ ６７，３４０ －４７，３４０ 

行事補助金 ４５，０００ ３１，２００ １３，８００ 

支出合計 ３８０，０００ ９４５，３６０ －５６５，３６０ 

次期繰越金 ３９０，１６０ ３８０，１６０ １０，０００ 

行事補助金内訳 

同好会名・行事名 予算金額 備考 

中もず懇話会 １０，０００円 年 1回開催 

名仙会コンペ ２０，０００円 年２回開催 

囲碁同好会 ０円 年６回開催→年０回開催 

麻雀同好会 ０円 年２回開催→年０回開催 

山遊会ハイキング ５，０００円 年２回開催→年１回開催 

ビアパーティー ０円 ８月開催中止 

新年会 １０，０００円 １月開催 

合計 ４５，０００円 
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