
 

２０１４年度 中央稲門会 総会 

式 次 第 
 

日時：２０１４年５月１６日（金） 

会場：コートヤード・マリオット銀座東武ホテル、３階 龍田の間 

 

     開 会（１８：３０） 

       会長挨拶   吉田 誠男 

     総会議事 

       第１号議案  ２０１３年度事業報告、会計報告、監査報告 

       第２号議案  ２０１４年度事業計画案、会計予算案 

       第３号議案  任期満了に伴う新役員の選出 
  

     講 演（１８：５０頃） 
       中央区 吉田不曇（うずみ）副区長 
       早稲田大学 理工学部建築学科 １９７０年卒 
         「２０２０年 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸと中央区の役割」 

     懇親会（１９：３０頃）（席替え、ご協力ください） 

       来賓ご紹介とご挨拶 

       乾杯・会食 

     校歌斉唱 

     中締め（２１：００頃） 

 

 

中央稲門会 

事務局：〒103-0024 中央区日本橋小舟町 4－1 伊場仙方 
       TEL 03-3664-9261  FAX 03-3664-9266 
       URL http://chuo-waseda.net/ 
入会・イベント申込：〒135-0045 江東区古石場 1-11-2-702 (株)白坂企画 
       TEL/FAX 03-5245-8510  Mail info@chuo-waseda.net 



自　2013年4月 1日

至　2014年3月31日

参加者数

2013年 4月8日 二月会 25 （銀座東武ホテル）

4月21日 早慶レガッタ・発艇応援 5 （浜町公園）

5月17日 年次総会 70 （銀座東武ホテル）

6月10日 二月会 23 （銀座東武ホテル）

7月8日 二月会 29 （銀座東武ホテル）

8月24日 稲穂納涼祭 at GINZA 46 （銀座スターホール）

9月7日 美酒早慶戦（後援） 13 （銀座東武ホテル）

9月9日 二月会 25 （銀座東武ホテル）

10月20日 稲門祭（大隈庭園出店） 14 （早稲田大学）

11月11日 二月会 21 （銀座東武ホテル）

11月17日 歌舞伎観劇会 9 （新歌舞伎座）

12月10日 二月会＆忘年会 23 （銀座東武ホテル）

2014年 1月3日 駅伝祝勝＆新メンバ勧誘会 51 （銀座東武ホテル）

3月9日 23区支部大会 10 （リーガロイヤルホテル）

3月11日 二月会 21 （銀座東武ホテル）

3月15日 グルメ会（千代田と共催） 4 （東京會舘）

自　2014年4月 1日
至　2015年3月31日

2014年 4月13日 早慶レガッタ・発艇応援 （浜町公園）

4月14日 二月会 （銀座東武ホテル）

5月16日 年次総会 （銀座東武ホテル）

6月9日 二月会 （銀座東武ホテル）

7月14日 二月会 （銀座東武ホテル）

9月8日 二月会 （銀座東武ホテル）

9月20日 美酒早慶戦（後援） （銀座東武ホテル）

10月19日 稲門祭（大隈庭園出店） （早稲田大学）

11月10日 二月会 （銀座東武ホテル）

12月8日 忘年会 （未定）

2015年 1月3日 駅伝祝勝会・新年会 （銀座東武ホテル）

2月9日 二月会 （銀座東武ホテル）

3月9日 二月会 （銀座東武ホテル）

(未定) グルメ会（フレンチ） （人形町）

(未定) 若者向けイベント （未定）

(未定) ビジネス講演会（ファイナンス稲門会と共催） （日本橋キャンパス）

(未定) 歌舞伎観劇会 （歌舞伎座）

(未定) 23区支部大会（幹事区：台東区） （未定）

中央稲門会総会　　　2014年5月16日

●会員の親睦・情報共有のため仕組み作り

中央稲門会　2013年度事業報告

●若者との交流と新メンバ増強による組織強化

●会員間親睦のためのイベントの活発化

中央稲門会　2014年度事業計画

●若者との交流・勧誘イベントの強化



中央稲門会総会　　2014年5月16日

自 　2013年4月1日
至　2014年3月31日

１）収入の部 　予　算 　実　績 予実差 　備　考
総会会費 650,000 658,000 8,000 出席者65名
年会費 400,000 371,181 -28,819 119名納入

組織強化補助費 270,000 288,000 18,000 校友会からの補助金
その他 0 144 144 利子

前期繰越金 1,237,239 1,237,239 0
小計 2,557,239 2,554,564 -2,675

２）費用の部
総会費 650,000 573,942 -76,058 ホテル代、謝礼、飾花代

イベント補助 100,000 129,400 29,400 納涼祭、新年会、二月会補助等
寄付金・協賛金 100,000 80,000 -20,000 空手部5万円、レガッタ広告3万円

会報費 0 0 0 会報発行なし
事務局費・通信費 160,000 86,530 -73,470 イベント案内通信費・文具等

会合参加費 250,000 103,000 -147,000 三田会、23区支部、他区稲門会参加費
予備費 0 0 0

次期繰越 1,237,239 1,581,692 344,453
小計 2,497,239 2,554,564 57,325

（単位　円）

自 　2014年4月1日
至　2015年3月31日

１）収入の部 予　算

総会会費 650,000

年会費 400,000

組織強化補助費 288,000

その他 0

前期繰越金 1,581,692

小計 2,919,692

２）費用の部

総会費 650,000

イベント補助 350,000

寄付金・協賛費 100,000

会報費 150,000

通信費 60,000

会合参加費 250,000

事務局費用 100,000

予備費 50,000

次期繰越 1,209,692

小計 2,919,692
（単位　円）

収入と同額

若手イベントのテコ入れのため増強

指定寄付及び協賛広告費（強化補助費獲得のため）

HP改革費用

イベント案内、前年実績並

例年並み

前年予算並、文房具、ホームページ管理費

慶弔金等

中央稲門会　2013年度会計報告

中央稲門会　2014年度予算案

　備　考

前年並み

前年より微増

前年と同額

監査の結果、相違なき事を認めます。

2014年5月13日

監査役 石田 清絵 阿部 多恵 [印略] 



 

中央稲門会 役員候補者名簿, 

（任期は全員 2016 年度総会まで） 

2014 年 5 月 16 日 

 会 長    吉田 誠男（重任）  1971 年 理工 

 副会長    橋本 榮一（重任）  1964 年 理工 名簿管理、銀行引落 

        渡邊 幸生（重任）  1978 年 社学 校友会、稲門祭 

             白坂 亜紀（重任）  1991 年 文  総務全般、事務局 

  幹事長    林原  亨（重任）  1981 年 理工学研 総務、二月会、イベント 

 副幹事長   林  克至（重任）  2005 年 アジア研 23 区支部 

 幹 事    高原 博文（重任）  1971 年 理工 二月会、HP 取材 

        武田 淳史（新任）  1977 年 理工 近隣稲門会 

        福島 みどり（重任） 1979 年 社学 海外交流、広報 

        永塚 良知（重任）  1988 年 社学 会計 

        志柿 卓哉（重任）  1988 年 法  入会・退会処理 

        鹿川 賢吾（重任）  1998 年 理工学部 IT 担当（HP 他） 

        羅
ｷ ﾇ

田
ﾀ

 秀顕（重任）  1998 年 教育 イベント、箱根駅伝 

        河井 志帆（重任）  2000 年 教育 会員拡大 

 監査役    石田 清絵（重任）  1982 年 法学研 

        阿部 多恵（重任）  1981 年 教育学部 （会費） 

 顧 問    藤井  和（重任）  1959 年 政治経済学部 

        中村 哲三（重任）  1966 年 法学部 

 
          退 任   鈴木隆幸（1989 年 商）、高橋龍征（2000 年 文）、 
                遠藤克（2002 年 社学）、岩城真衣子（2007 年 商） 



1 来賓 吉田　不曇 27 羅田 秀顕

2 大学 野原　佳名子 28 久米　博之

3 三田会 森口　一 29 坂井　誠

4 江戸川 塩浦　明 30 桜井 義夫

5 葛飾 南　浩和 31 鹿川　賢吾

6 墨田 山口　幸一 32 下田　達郎

7 江東 寺尾　紀昭 33 渋川　学

8 足立 堀内　英男 34 白坂　亜紀

9 荒川 清水　英男 35 髙橋　神聖

10 千代田 五島　一雄 36 高原　博文

11 日本橋 青山　博務 37 武田　淳史

12 早稲田祭 竹山　翔太 38 橘　憲正

13 早稲田祭 中田　優衣子 39 田中　見世子

40 永塚 良知

14 青木　かの 41 中村　彩

15 青木　宏衛 42 中村　哲三

16 赤平　健二 43 橋本　榮一

17 石井　精二郎 44 林　克至

18 井手　治彦 45 林原　亨

19 追川　繁 46 福島　みどり

20 大竹　秀興 47 藤井　和

21 小川　恭子 48 松川　昭義

22 奥田　ちえ 49 村松　毅

23 越智 泰雄 50 柳澤 十久二

24 小槻　翔 51 吉田　隶平

25 河井 志帆 52 吉田　誠男

26 川崎 大八 53 渡邊　幸生


