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令和３年度 役員  

 会  長  木村 一郎（18回生） 

 副 会 長  太田 守彦（22回生 財務担当） 高木 靖之（26回生 総務担当） 

丹後 茂 （29回生 広報担当）  

 事務局長  山口有里子（36回生） 

 会  計  江口  基（42回生） 

 監  査  水野 圭爾（26回生） 伊藤 太亮 (45回生) 

令和３年度 中村会 事業報告  

  １ 総会及び講演会の開催（中止となりました）２ 会報の発行（第19号） 

  ３ ＨＰの運営とその効率化の実施         ４ 役員会の開催 

  ５ 『英気の泉』基金の募集・運用         ６ 教養講座「中村未来塾」への協力 

  ７ PTAとの連携事業の推進          ８ 縦のつながりの増強活動 

９ 常任幹事の増強               10  運営業務の効率化 

11 ７０周年に向けての準備 

 

令和３年度 中村会 決算報告 

収入の部     

科目 予算額① 執行額② 差額②－① 備考 

前年度繰越金 4,241,793  4,241,793  0    

入会金 1,560,000  1,540,000  -20,000  第67回卒業生308名×5,000円 

雑収入 207  0  -207    

計 5,802,000  5,781,793  -20,207    

支出の部     

科目 予算額④ 執行額⑤ 差額④－⑤ 備考 

事業費 100,000  0  100,000    

HP運営費 350,000  812,328  -462,328  
プロバイダー(ASAHIネット12ヶ月分＝66,528）  

管理改修費22,000×6ヶ月,HPリニューアル613,800 

通信費 20,000  6,232  13,768  料金後納、会報発送・はがき等印刷・諸作業 

会報費 900,000  829,029  70,971  会報１9号印刷 

総会施設費 0  0  0  (総会を実施しなかったため） 

名簿管理費 250,000  0  250,000  データ管理、データ出力 

諸雑費 10,000  2,750  7,250  振込手数料 

慶弔費 40,000  0  40,000    

会議費 10,000  3,524  6,476  会議飲料代等 

予備費 100,000  0  100,000    

繰越金 4,022,000  0  4,022,000    

計 5,802,000  1,653,863  4,148,137    

残高の部     

収入額計 支出額計 次年度繰越金   

5,781,793  1,653,863  4,127,930    
 

 

 

上記に相違ありません   令和４年５月１４日   監査  水野 圭爾 ○印    監査  伊藤 太亮 ○印  
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 令和３年度 中村会賛助会費 決算報告  

収入の部   支出の部   

科目 金額   科目 金額 備考 

前年度繰越金 2,831,132    「英気の泉」へ繰り入れ 30,600  

51口×2000円×30％ 

R2年度賛助会費51口 

永年会費(7名) 350,000    コンビニ決済手数料等  26,202  

郵貯払い(42口) 84,330  (34名) ※     

コンビニ決済(99口) 214,335  （46名） 振込手数料 220  

計 3,479,797    計 57,022    

 ※郵貯払いで端数330円が発生しているのは、2名の方がコンビニ収納手数料165円を上乗せして振り込まれたため 

残高の部      

収入額計 支出額計 次年度繰越金    

3,479,797  57,022  3,422,775     

 

 

令和３年度 『英気の泉』 決算報告  

収入の部   支出の部  

科目 金額   科目 金額 

前年度繰越金 1,407,547    中村ダンスフェスティバル参加辞退義援金 30000 

個人納入5件 430,000        

賛助会費より繰り入れ 30,600  51名×2000円×30％     

          

利息 12        

計 1,868,159    計 30,000  
     

残高の部     

収入額計 支出額計 次年度繰越金   

1,868,159  30,000  1,838,159    

     

 

 

 令和３年度寄付者一覧（敬称略） 

岡田 順一（元校長） 

萩原義昭（10回生） 

ハッタシュウイチ 

内堀 

キトウマサノブ 

マツヤマサトシ 
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令和４年度 役員  

 会  長  木村 一郎（18回生） 

 副 会 長  太田 守彦（22回生 財務担当） 高木 靖之（26回生 総務担当） 

加藤 伸夫（26回生 広報担当）  

 事務局長  山口有里子（36回生） 

 会  計  門口 賢司（27回生）  

 監  査  水野 圭爾（26回生） 杉嶋 重男 (26回生) 

 

 

 

 令和４年度 中村会 事業計画（案）  

  １ 総会及び講演会の開催                 ２ 会報の発行（第２０号） 

  ３ ＨＰの運営とその効率化の実施         ４ 役員会の開催 

  ５ 『英気の泉』基金の募集・運用         ６ 教養講座「中村未来塾」への協力 

  ７ PTAとの連携事業の推進          ８ 縦のつながりの増強活動 

９ 常任幹事の増強               10  関東支部の支部総会の実施 

11 運営業務の効率化             12  70周年記念事業の準備・実施 

 

 令和４年度 中村会 予算（案）  

収入の部   

科目 予算額 備考 

前年度繰越金 4,127,930    

入会金 1,565,000  5000円×313名(R4年度 第3学年68回生  4月時在籍数） 

雑収入 70    

計 5,693,000    
   

支出の部   

科目 予算額 備考 

事業費 100,000  奨学金 

HP運営費 100,000  CMSライセンス料、HP更新依頼料金等 

通信費 20,000  料金後納 郵送費等 

会報費 900,000  
会報２０号印刷、会報発送関連費（発送費･封筒･ハガキ作成・諸作

業等） 

総会施設費 100,000  総会会場使用料  

名簿管理費 100,000  SALATOメンテナンス契約料(55000円）等 

諸雑費 10,000  振込手数料 

慶弔費 40,000    

会議費 10,000  役員会 

予備費 100,000    

70周年記念事業費 2,000,000  R4年度のみ特別費目 ７０周年記念実行委員会会計へ支出 

繰越金 2,213,000    

計 5,693,000    

 


