


令和４年７月３０日（土）
オンライン

　

令和４年度 秋草学園福祉教育専門学校 同窓会 総会
　
次  第

１．開会

２．会長挨拶　秋草学園福祉教育専門学校同窓会　会長　熊木佐知男

３．来賓挨拶　なし

４．協議事項
　第１号議案　令和３（2021）年度年度　事業報告（案）：副会長（大友、鈴木）
　　　　　　　令和３（2021）年度年度    収支決算（案）：会計（畠山、鈴木）
　　　　　　　令和４（2022）年度年度　監査報告　　　：監事（柴沼、青山）
　第２号議案　令和４（2022）年度年度　事業計画（案）：副会長（大友、鈴木）
　　　　　　　令和４（2022）年度年度　収支予算（案）：会計（畠山、鈴木）

　
５．報告事項
　新連絡幹事の紹介

６．その他

７．閉会



 第１号議案 

 令和４年度 事業報告 

 １．秋草学園福祉教育専⾨学校 第27回⼊学式 出席 
 （１）開催⽇︓令和３年4⽉6⽇（⽕） 
 （２）場 所︓ベルヴィ ザ・グラン 

 ２．役員会（第１回） 
 （１）開催⽇︓令和３年６⽉４⽇（⾦） 
 （２）場 所︓オンライン（zoom） 

 ３．役員会（第2回） 
 （１）実施⽇︓令和３年7⽉３０⽇(⾦)   
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 

 ４．総会 
 （１）実施⽇︓令和３年7⽉３０⽇(⾦)  
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 
 （３）内 容︓ 
  ①総会 
   ア）会⻑挨拶 
   イ）令和３年度事業報告・決算報告・監査報告 
   ウ）次年度事業計画案・会計予算案 
   エ）令和４年度 新役員承認 
  ②懇親会 新型コロナウイルスの為 中⽌ 

 ５．役員・連絡幹事会 新型コロナウイルスの為 中⽌ 
 （１）実施⽇︓令和3年9⽉25⽇（⼟） 
 （２）場 所︓オンライン（zoom） 

 ６．秋専祭での同窓会ブースの出店 新型コロナウイルスの為 中⽌ 
 （１）開催⽇︓令和3年10⽉23⽇（⼟）24⽇（⽇）   
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 駐輪場 ＊⾬天時校舎内 
 （３）内 容︓未定（前々年度はドリンク販売、前年度はコロナ流⾏のため出店中⽌） 

 ７．役員会（第3回） 
 （１）実施⽇︓令和４年2⽉1５⽇（⽕） 
 （２）場 所︓オンライン（zoom） 

 ８．事例研究発表会 学内のみで開催の為 ⽋席 
 （１）開催⽇︓令和4年3⽉３⽇（⽊） 

 ９．秋草学園福祉教育専⾨学校 第25回卒業証書授与式 出席 
 （１）開催⽇︓令和4年3⽉16⽇（⽔） 
 （２）場 所︓ ベルヴィ ザ・グラン 

 10． 秋草学園福祉教育専⾨学校 卒業パーティー 新型コロナウイルスの為 中⽌ 
 （１）開催⽇︓令和4年3⽉16⽇（⾦） 



 第１号議案 

 11．その他 
 （１）同窓会Tシャツの販売 
 （２）表彰（学友会役員へ対し、感謝状とQUOカード贈呈） 



秋草学園福祉教育専門学校 同窓会

令和3年度　収支決算

自令和3年4月1日　至令和4年3月31日

（収入の部） （単位：円）

項目 予算 決算
予算と決算の差
（予算-決算） 備考

前年度繰越金 1,153,208 1,153,208 0

懇親会費 0 0 0 懇親会中止の為

学園祭同窓会ブース売上 30,000 0 30,000 学園祭中止の為

同窓会Tシャツ売上 80,000 64,600 15,400

同窓会クリアファイル売上 0 5,000 -5,000

入会金 60,000 60,000 0 2022年3月卒業者数20名×3000円

　（卒業生18名、訓練生2名）

利息 10 11 -1

0

収入の合計（A) 1,323,218 1,282,819 40,399

（支出の部） （単位：円）

項目 予算 決算
予算と決算の差
（予算-決算） 備考

懇親会費 0 0 0 懇親会中止のため

総会案内送料 0 0 0 案内は郵送せずにHPにてお知らせ

ケアマネ講習会講師費 0 0 0 今年度は計画せず

Tシャツ作成費 50,000 0 50,000

表彰 16,000 8,000 8,000 学友会員謝礼（クオカード2,000×4名）

雑費 440 -440

0

0

支出の合計（B) 66,000 8,440 57,560

（収支差額） （単位：円）

項目 予算 決算
予算と決算の差
（予算-決算） 備考

収入計（A）－支出計（B） 1,257,218 1,274,379 -17,161
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 第2号議案 

 令和４年度 事業計画 

 【事業年度︓令和４年4⽉1⽇（⾦）から令和５年3⽉31⽇（⾦）】 

 2022年度事業計画の内容については、新型コロナウイルスの影響により中⽌もありえ 
 る。中⽌等の判断については、秋草学園福祉教育専⾨学校の判断に従う。 

 １．秋草学園福祉教育専⾨学校 第28回⼊学式 出席 
 （１）開催⽇︓令和4年4⽉5⽇（⽕） 
 （２）場 所︓  ベルヴィ ザ・グラン 

 ２．役員会（第１回） 
 （１）開催⽇︓令和4年5⽉11⽇（⽔） 
 （２）場 所︓オンライン（zoom） 

 ３．役員会（第2回） 
 （１）実施⽇︓令和4年7⽉30⽇(⼟)  
 （２）場 所︓オンライン（zoom） 

 ４．総会 
 （１）実施⽇︓令和4年7⽉30⽇(⼟)  
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 
 （３）内 容︓オンライン（zoom） 

 ５．役員・連絡幹事会 
 （１）実施⽇︓令和4年9⽉16⽇（⾦） 
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 

 ６．秋専祭での同窓会ブースの出店 
 （１）開催⽇︓令和4年10⽉15⽇（⼟）16⽇（⽇）   
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 駐輪場 ＊⾬天時校舎内 
 （３）内 容︓未定 

 ７．役員会（第3回） 
 （１）実施⽇︓令和5年2⽉17⽇（⾦） 
 （２）場 所︓秋草学園福祉教育専⾨学校 

 ８．事例研究発表会  
 （１）開催⽇︓令和5年3⽉3⽇(⽊） 
 （２）場 所︓ 未 定 

 ９．秋草学園福祉教育専⾨学校 第25回卒業証書授与式  
 （１）開催⽇︓令和5年3⽉14⽇（⽕） 
 （２）場 所︓ 未 定 



 第2号議案 

 10． 秋草学園福祉教育専⾨学校 卒業パーティー  
 （１）開催⽇︓令和5年3⽉14⽇（⽕） 
 （２）場 所︓ 未 定 

 11．その他 
 （１）同窓会Tシャツの販売 
 （２）表彰（学友会役員へ対し、感謝状とQUOカード贈呈） 



第2号議案

秋草学園福祉教育専門学校 同窓会

令和4年度　収支予算（案）

自令和4年4月1日　至令和5年3月31日

（収入の部） （単位：円）

項目 令和3年度予算令和4年度予算 比較増減 備考

前年度繰越金 1,153,208 1,274,379 (121,171)

懇親会会費 0 0 (0)

学園祭同窓会ブース売上金 30,000 30,000 (0)

同窓会Tシャツ売上 80,000 80,000 (0)

入会金 60,000 123,000 (63,000) 3000×41名(2023年3月卒業見込者数)

利息 10 10 (0)

(0)

(0)

(0)

(0)

収入の合計（A) 1,323,218 1,507,389 (184,171)

（支出の部） （単位：円）

項目 令和3年度予算令和4年度予算 比較増減 備考

懇親会 0 0 (0) 懇親会中止の為

総会案内送料 0 0 (0) 案内は郵送せずに HPにてお知らせ

ケアマネ講習会講師費 0 0 (0) ケアマネ講習会中止の為

Tシャツ作成費 50,000 50,000 (0)

表彰 16,000 16,000 (0) 2000円クオカード×8名

0 (0)

(0)

支出の合計（B) 66,000 66,000 (0)

（収支差額） （単位：円）

項目 令和3年度予算令和4年度予算 比較増減 備考

収入計（A）－支出計（B） 1,257,218 1,441,389 (184,171)


