
 

 

令和２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  佐野 好宏（30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２年度 中村会 事業報告  

  １ 総会及び講演会の開催                 ２ 会報の発行（第18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周年に向けての募金活動 

 

令和２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 4,084,202  4,084,202  0    

入会金 1,555,000  1,550,000  -5,000  卒業生310名×5,000円 

雑収入 298  0  -298    

計 5,639,500  5,634,202  -5,298    

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  329,538  20,462  
プロバイダー(ASAHIネット12ヶ月分）  

管理改修費22,000×12ヶ月 

通信費 600,000  602,540  -2,540  料金後納、会報発送・はがき等印刷・諸作業 

会報費 400,000  228,800  171,200  会報１8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 180,000  220,000  -40,000  データ管理、データ出力 

諸雑費 10,000  4,950  5,050  振込手数料 

慶弔費 40,000  0  40,000    

会議費 10,000  6,581  3,419  会議飲料代等 

予備費 100,000  0  100,000    

繰越金 3,849,500  0  3,849,500    

計 5,639,500  1,392,409  4,247,091    

残高の部     

収入額計 支出額計 次年度繰越金   

5,634,202  1,392,409  4,241,793    
 

 

 

上記に相違ありません   令和３年５月20日   監査  水野 圭爾 ○印    監査  伊藤 太亮 ○印  



 

 

 令和２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 2,506,142    「英気の泉」へ繰り入れ 25,800  43口×2000円×30％ 

30年度 

賛助会費41口 

永年会費1口 

永年会費(5名) 250,000    郵送通知料金 990  

賛助会費(51口) 102,000  （46名） 振込手数料 220  

計 2,858,142    計 27,010    

      

残高の部      

収入額計 支出額計 次年度繰越金    

2,858,142  27,010  2,831,132     

 

 

令和２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 1,342,472    部室改築費 9/8 386600 

個人納入4件・団体1件 450,000    中村ダンスフェスティバル開催御祝 30,000  

賛助会費より繰り入れ 25,800       

部室改築費 余り返却 5,864        

利息 11        

計 1,824,147    計 416,600  
     

残高の部     

収入額計 支出額計 次年度繰越金   

1,824,147  416,600  1,407,547    

 

 令和２年度寄付者一覧（敬称略） 

カネコヒロシ 

岡田 順一（元校長） 

匿名希望 

萩原義昭（10回生） 

ハッタシュウイチ 



 

 

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  門口 賢司（27回生） 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 事業計画  

  １ 総会及び講演会の開催                 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  関東支部の支部総会の実施 

11 運営業務の効率化            12  70周年にむけての準備 

 

 

 令和３年度 中村会 予算  

 

収入の部   

科目 予算額 備考 

前年度繰越金 4,241,793    

入会金 1,560,000  5000円×312名(R3年度 第3学年67回生  4月時在籍数） 

雑収入 207    

計 5,802,000    
   

支出の部   

科目 予算額 備考 

事業費 100,000  奨学金 

HP運営費 350,000  HPメンテナンス料金等 

通信費 20,000  料金後納 郵送費等 

会報費 900,000  会報１９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 0  総会会場使用料  (総会中止のため） 

名簿管理費 250,000  新規入力、変更、削除 

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    

繰越金 4,022,000    

計 5,802,000    

 


