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中央稲門会会員 各位                      2020 年 10 月 24 日 
 

中央稲門会 会長   
渡邊 幸生    

   
2020 年度中央稲門会総会（書面総会）のご案内 

 
 
会員の皆さまにおかれましては如何お過ごしでしょうか。日頃より中央稲門会の活動へ

のご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。今年度は新型コロナウィルス禍により、今ま

で経験の無い生活を送られたこととお察し申し上げます。 
 
大学においては、前期はオンラインでの授業実施となりました。稲門会活動はご連絡差

し上げたとおり、校友会より年内の活動自粛を要請されました。ほぼすべての稲門会がこ

れを尊重し、集合する活動は中止、会議などはオンラインでの実施となっております。年

明けからは十分な配慮を行った上での活動は可能になる予定ですが、学生や大学関係者は

参加しない旨の連絡を受けております。 
このような状況に鑑み、中央稲門会としましても 3 月よりイベント開催を見合わせまし

た。5 月 15 日に予定しておりました総会を延期とし、先頃まで開催の可能性を探っており

ました。しかし現状では年度内の開催は不可能と判断し、書面にての総会を決定した次第

です。次ページ以降の事業・会計の実績報告、監査報告並びに各計画案及び新人事案をご

覧頂きご検討をお願い致します。今年度は事業・会計において現況を反映した例年とやや

異なる内容となっております。 
議案に関してのご質問、ご意見、ご提案等をお持ちの方は 11 月 15 日までに下記のいず

れかにご連絡をお願い致します。賛成の方はご回答の必要はございません。賛成多数をも

って承認されることになります。 
今後の活動は、前述のとおり 2020 年内にお集まり頂くイベント（二月会等）はすべて

中止とします。校友会、大学主催の校友対象催事も中止、早稲田祭、所沢祭はオンライン

での開催となります。 
今後さらに状況が改善され、皆様との活動を再開できる日を待ち望んでおります。 

 
 

会費納入のお願い 
今年度は校友会からの補助金の減額が決定し、催事開催による剰余金も期待できませ

ん。大変心苦しいお願いですが、未納の方は下記口座まで年会費 3,000円のお振り込みを

お願い致します。 
三井住友銀行 築地支店 普通 6468185 中央稲門会（ﾁｭｳｵｳﾄｳﾓﾝｶｲ） 

 
連絡先 

事務局 〒104-0061 中央区銀座 7-6-2 MONビル B1F (株)白坂企画 info@chuo-waseda.net 
または 

幹事長 林原亨 tor@ga2.so-net.ne.jp 090-8859-8770 

以上 
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第１号議案  2019 年度事業報告、会計報告、監査報告 
 
 
 
 
  

自　2019年4月 1日

至　2020年3月31日

参加者数 　　　会場

2019年 4月8日 (月) 二月会 32 銀座東武ホテル

4月14日 (日) 早慶レガッタ発艇応援（江東と共催） 約80 浜町公園

5月17日 (金) 総会 54 銀座東武ホテル

6月10日 (月) 二月会 23 銀座東武ホテル

7月8日 (月) 二月会 30 銀座東武ホテル

8月24日 (土) 稲穂納涼祭 at GINZA 65 時事通信社ビル

9月 歌舞伎（秀山祭）観劇 約51 歌舞伎座

9月9日 (月) 二月会 26 銀座東武ホテル

9月21日 (土) グルメ会（千代田・江東と共催） 14 銀座シェトモ

10月20日 (日) 稲門祭（大隈庭園出店） 19 早稲田大学

11月11日 (月) 二月会 21 銀座東武ホテル

12月9日 (月) 忘年会 47 日本橋紫苑

2020年 1月3日 (金) 駅伝祝勝会・新年会 46 銀座サンミ7丁目店

2月10日 (月) 二月会 44 銀座東武ホテル

3月9日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

3月15日 (日) 東京都23区支部大会 中止 リーガロイヤルホテル

自　2020年4月 1日

至　2021年3月31日

参加者数 　　　会場

2020年 4月12日 (日) 早慶レガッタ発艇応援 中止 浜町公園

4月13日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

5月15日 (金) 総会 中止 銀座東武ホテル

6月8日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

7月13日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

8月29日 (土) 稲穂納涼祭 at GINZA 中止 時事通信社ビル

9月 歌舞伎観劇 6名 歌舞伎座

9月14日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

10月18日 (日) 稲門祭（大隈庭園出店） 中止 早稲田大学

11月9日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

12月14日 (月) 忘年会 中止 未定

2021年 1月3日 (日) 駅伝祝勝会・新年会 未定

2月8日 (月) 二月会 銀座東武ホテル

3月8日 (月) 二月会 銀座東武ホテル

3月14日 (日) 東京都23区支部大会 リーガロイヤルホテル

未定 グルメ会 未定

中央稲門会　2019年度事業報告

●若手会員・幹事の獲得・増強

●中央区の特徴をを生かしたイベント開催

中央稲門会　2020年度事業計画

（活動方針の設定なし）
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第２号議案  2020 年度事業計画案、会計予算案 
 
 
 
  

自 2019年4月1日　至2020年3月31日　（単位 円）

１）収入 　予算 　実績 予実差 　備考

総会会費 650,000 470,000 -180,000 出席者54名

年会費 420,000 339,250 -80,750

組織強化補助費 307,000 307,000 0
校友会補助金

（組織強化費10.7万、母校支援若手交流費20万）

その他 0 6 6 利子6円

前期繰越金 1,227,649 1,227,649 0

合計 2,604,649 2,343,905 -260,744

２）支出 　予算 　実績 予実差 　備考

総会費 650,000 621,579 -28,421 ホテル費用等

イベント補助 300,000 28,936 -271,064 各イベントでの補助金、剰余金

23区支部諸経費 30,000 25,216 -4,784 支部会費約15,000円、支部総会10,500円

寄付協賛金・広告費 100,000 121,088 21,088
寄付50,000円、早稲田祭広告10,000円、

稲門祭景品10,000円、レガッタ広告費30,000円等

広報費 50,000 45,425 -4,575 お知らせの印刷郵送費、レガッタポスター印刷等

会合参加費 180,000 130,216 -49,784 三田会、明治校友会、23区支部、他稲門会参加

事務局費用 50,000 75,183 25,183 振込システム費、文房具、ホームページ管理等

予備費 30,000 0 -30,000

次期繰越 1,214,649 1,296,262 81,613

合計 2,604,649 2,343,905 -260,744

2020/7/31

（監査） 　奥田　ちえ　　　　　　　　［印略］

　堀　清一郎

自 2020年4月1日　至2021年3月31日　（単位 円）

１）収入 予算

総会会費 0

年会費 350,000

組織強化補助費 106,000

その他 0

前期繰越金 1,296,262

合計 1,752,262

２）支出

総会費

イベント補助 50,000

23区支部諸経費 25,000

寄付協賛金・広告費 350,000

広報費 40,000

会合参加費 10,000

事務局費用 50,000

予備費 30,000

次期繰越 1,197,262

合計 1,752,262

23区支部

文房具、ホームページ運用、会議費

総会中止

各イベントでの補助金（23区支部大会、二月会等）

東京23区支部への支払い（年会費等）

コロナ寄付金、広告費、協賛品等

書面総会の郵送費等

総会中止

前年並み

前年より201,000円減（母校支援若手交流費の中止等）

監査報告
監査の結果、相違なきことを認めます。

中央稲門会　2019年度予算案
　備考

中央稲門会　2019年度会計報告



中央稲門会 2020 年 総会資料 

第３号議案  任期満了に伴う新役員の選出 

 

中央稲門会 役員案 

（任期：全員 2022 年度総会まで） 

 会 長 白坂 亜紀（新任） 1991 年 文学部 

 副会長 高原 博文（再任） 1971 年 理工学部 

  武田 淳史（新任） 1977 年 理工学部 

  阿部 多恵（新任） 1981 年 教育学部 

 幹事長 林原 亨 （再任） 1981 年 理工学研究科  

 副幹事長 堀 清一郎（新任） 1992 年 法学部 

 幹 事 福島 みどり（再任） 1979 年 社会科学部 

滝川 哲也（新任） 1981 年 教育学部 

吉川 達也（新任） 1992 年 政治経済学部 

  鹿川 賢吾（新任） 1998 年 理工学部 

河井 志帆（再任） 2000 年 教育学部 

水口 海 （再任） 2001 年  教育学部 

 監 査 奥田 智 （再任） 1979 年 商学部 

志柿 卓哉（新任） 1988 年 法学部 

 顧 問 橋本 榮一（新任） 1964 年 理工学部 

中村 哲三（再任） 1966 年 法学部 

吉田 誠男（再任） 1971 年 理工学部 

 

退 任 渡邊 幸生、 羅田 秀顕、 井上 雅弘 

 
 
 

 


