
第１号議案　2021年度　事業/会計報告、監査報告

第２号議案　2022年度　事業/予算案

第３号議案　役員改選

前田 祐二郎氏　「テクノロジーによる医療の民主化」

（早稲田大学ビジネススクール非常勤講師/稲門医師会）

〒104-0061 中央区銀座7-3-13 

ニューギンザビル1号館10階5号 (株)白坂企画

2022年5月20日

次　第

早稲田大学校友会　東京都23区支部

中央稲門会

２０２２年度 総会

　３．懇親会　19:45-21:00

中央稲門会

URL　http://chuo-waseda.net/

コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル　桜の間

　１．議事　　18:30-19:00

　２．講演　　19:00-19:45
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第１号議案　2021年度　事業/会計報告、監査報告

第２号議案　2022年度　事業/予算案

自　2021年4月 1日

至　2022年3月31日

参加者数 　　　会場

2021年 4月18日 (日) 早慶レガッタ発艇応援 中止 浜町公園

5月 総会 中止 銀座東武ホテル

8月末 稲穂納涼祭 at GINZA 中止 ラウンジ ヒビヤ

9月 歌舞伎観劇 中止 歌舞伎座

10月24日 (日) 稲門祭 WEB開催 早稲田大学

12月11日 (土) 総会＆若手OB懇親会 38名 ラウンジ ヒビヤ

12月13日 (月) 忘年会 中止 未定

2022年 1月3日 (月) 駅伝祝勝会・新年会 中止 未定

2月7日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

3月7日 (月) 二月会 中止 銀座東武ホテル

3月13日 (日) 東京都23区支部大会 7名 リーガロイヤルホテル

自　2022年4月 1日

至　2023年3月31日

参加者数 　　　会場

2022年 4月17日 (日) 早慶レガッタ発艇応援 観戦中止 浜町公園

5月20日 (金) 総会 銀座東武ホテル

8月27日 (土) 稲穂納涼祭 at GINZA 時事通信社ビル

10月23日 (日) 稲門祭（大隈庭園出店） 早稲田大学

12月12日 (月) 忘年会 未定

2023年 1月3日 (火) 駅伝祝勝会・新年会 未定

3月14日 (火) 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

毎月第2月曜日 二月会　　（従来の会場が営業中止のため、開催場所を検討中）

中央稲門会 2022年 総会資料

中央稲門会　2021年度事業報告

●コロナを見据えながら徐々にイベントを復活

中央稲門会　2022年度事業計画

活動方針

●コロナ対策を遵守しての集合イベント開催
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第１号議案　2021年度　事業/会計報告、監査報告

第２号議案　2022年度　事業/予算案

自 2021年4月1日　至2022年3月31日　（単位 円）

１）収入 　予算 　実績 予実差 　備考

総会会費 350,000 265,000 -85,000 38名参加

年会費 320,000 220,600 -99,400 約70名

組織強化補助費 301,000 301,000 0 基礎額：10.1万円、若手交流支援費：20万円

その他 0 5 5 銀行利息

前期繰越金 1,341,493 1,341,493 0

合計 2,312,493 2,128,098 -184,395

２）支出 　予算 　実績 予実差 　備考

総会費 400,000 216,250 -183,750 会場費、応援部

イベント補助 50,000 7,000 -43,000 23区支部大会

23区支部諸経費 25,000 15,000 -10,000 支部会費

寄付協賛金・広告費 350,000 60,000 -290,000 早稲田祭広告10,000円、サポーターズクラブ50,000円

広報費 40,000 18,900 -21,100 書面総会の郵送費等

会合参加費 30,000 0 -30,000 支部、各区の会合参加費等

事務局費用 30,000 36,525 6,525 振込システム費、文房具、ホームページ管理等

予備費 20,000 28,810 8,810 会議費、慶弔費

次期繰越 1,367,493 1,745,613 378,120

合計 2,312,493 2,128,098 -184,395

2022/4/30

（監査） 　奥田　ちえ　　　　　　　　［印略］

　志柿 卓哉

自 2022年4月1日　至2023年3月31日　（単位 円）

１）収入 予算

総会会費 400,000

年会費 250,000

組織強化補助費 312,000

前期繰越金 1,745,613

合計 2,707,613

２）支出

総会費 450,000

イベント補助 100,000

23区支部諸経費 25,000

寄付協賛金・広告費 150,000

広報費 40,000

会合参加費 30,000

事務局費用 50,000

手数料 25,000

予備費 30,000

次期繰越 1,807,613

合計 2,707,613

中央稲門会 2022年 総会資料

振り込み手数料、銀行システム費用等

文房具、ホームページ運用、会議室料等

支部、各区の会合参加費等

前年並み

基礎額：11.2万円、若手交流支援費：20万円

会合開催の補助

東京23区支部への支払い（年会費等）

各種寄付金、広告費（レガッタ等）、協賛品（稲門祭等）

総会案内の印刷、郵送費等

　備考

中央稲門会　2021年度会計報告

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　2022年度予算案
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会長 白坂　亜紀 （再任） 1991年 文学部

副会長 高原　博文 （再任） 1971年 理工学部

武田　淳史 （再任） 1977年 理工学部

阿部　多恵 （再任） 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 （再任） 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 （再任） 1981年 教育学部

吉川　達也 （再任） 1992年 政治経済学部

鹿川　賢吾 （再任） 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 （再任） 1988年 法学部

顧問 橋本　榮一 （再任） 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

中央稲門会　役員案　（任期：2024年度総会まで）

中央稲門会 2022年 総会資料

第３号議案　　任期満了に伴う新役員の選出
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講演 中央稲門会

寺田　正紀 政治経済学部

柏崎　文昭 理工学部

武田　淳史 理工学部 副会長

明治大学 渡辺　祐児 商学部

渡辺　嘉之 教育学部

中央区地域支部 幹事長 友納　暁美 文学部

福島　みどり 社会科学部 幹事

早稲田大学 阿部　多恵 教育学部 副会長

林原　亨 理工学研究科 幹事長

尾崎　慶吾 滝川　哲也 教育学部 幹事

波多野　徹 理工学研究科

青木　かの 文学部

稲門会 幸田　知也 政治経済学部

山口　幸一 越智　泰雄 政治経済学部

林　英彦 今辻　俊郎 社会科学部

森田　寛 白坂　亜紀 文学部 会長

小林　弘和 坂井　誠 政治経済学部

堀　清一郎 法学部 副幹事長

中央稲門会 吉川　達也 政治経済学部 幹事

秋元　正宏 理工学部 橋本　典生 理工学部

佐藤　健一 商学部 鹿川　賢悟 理工学部 幹事

高原　博文 理工学部 副会長 落合　守征 理工学研究科

吉田　誠男 理工学部 顧問 神谷　俊宏 政治経済学部

山口　豊 商学部 古賀　達郎 法学部

金子　剛長 理工学部 庄司　希江 文化構想学部

中央稲門会 2022年 総会資料

前田　祐二郎

木村　克一

葛飾稲門会　会長

江東稲門会　会長

墨田稲門会　会長

台東稲門会　会長

稲門医師会・歯科医師

明治大学校友会

東京都23区地域コーディネーター

エクステンションセンター事務長 兼

教務部社会人教育事業室課長

2022年度総会　出席者
（敬称略）

早稲田大学ビジネススクール非常勤講師
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