
 

 

平成 27(2015)年度 

長崎国際大学同窓会総会 

 
日時 平成 27(2015)年 10 月 31 日(土)17：00～18：00 
場所 長崎国際大学  3303 室 

 
会次第 

 

1. 開会のあいさつ 

2. 会長あいさつ 

3. 議事 

(1) 平成 25(2013)年度・平成 26(2014)年度事業報告 

(2) 平成 25(2013)年度・平成 26(2014)年度収支決算報告 

(3) 平成 27(2015)年度役員選出 

(4) 平成 27(2015)年～28(2016)年度事業計画(案)審議 

(5) 平成 27(2015)年～28(2016)年度収支予算(案)審議 

4. 大学の現況の報告 

5. 学生の活動状況の報告 

6. 閉会のあいさつ 

 

 

同窓会登録のお願い 
携帯電話で下のバーコードを読み取り、同窓会の登録をメールにて送信して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

メールでの登録用コード    長崎国際大学ＨＰへのリンク  
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第 1 号議案 

平成 25(2013)年度事業報告 

 

平成 25(2013)年度 事業報告 

月 主要行事 会場等 備考 

4 月 入学式 長崎国際大学  

6 月 
長崎国際大学同窓会 

第 3 回総会 

 長崎国際大学 

同窓会室 
 

7 月 沖縄保護者会 沖縄 
沖縄在住同窓

生参加 

9 月 秋季卒業式 長崎国際大学  

9 月 秋季入学式 長崎国際大学  

10 月 
学園祭実行委員への 

激励・差し入れ 
－  

11 月 長崎国際大学 開国祭 長崎国際大学  

1 月 同窓会広報誌第 6 号発行 －  

3 月 部活表彰 
長崎国際大学 

多目的室 
 

3 月 卒業式 長崎国際大学 

卒業に対する祝

辞・同窓会登録

呼び掛け等 

3 月 同窓会広報誌第 7 号発行 －  

随時 

同窓会広報誌 

年 2 回発行予定 
  

同窓会登録推進 ホームページ等  

随時 
各期同窓生へ 

同窓会総会・懇親会参加への協力 
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第 1 号議案 

平成 26(2014)年度事業報告 

 

平成 26(2014)年度事業報告 

月 主要行事 会場等 備考 

4 月 入学式 長崎国際大学  

6 月 沖縄保護者会 沖縄県  

9 月 
同窓会沖縄支部 

ビーチパーティー 
沖縄県  

9 月 秋季卒業式 長崎国際大学  

9 月 秋季入学式 長崎国際大学  

10 月 
学園祭実行委員への 

激励・差し入れ 
  

10 月 同窓会広報誌第 8 号発行   

11 月 長崎国際大学 開国祭 長崎国際大学  

3 月 同窓会広報誌第 9 号発行 －  

3 月 部活表彰 長崎国際大学  

3 月 卒業式 長崎国際大学  

随時 

同窓会広報誌年 2 回発行   

同窓会登録推進 ホームページ等  

随時 
各期同窓生へ 

同窓会総会・懇親会参加への協力 
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第 2 号議案 

平成 25(2013)年度収支決算報告 

 

平成 25(2013)年度 収支決算報告 

1. 収入の部    単位：円 

費目 
平成 25（2013）年度 

予算額 

平成 25（2013）年度 

決算額 

増減 

（決算-予算） 
摘要 

繰越金 58,738,812 51,897,347 △6,841,465   

会費 12,304,000 13,920,000 1,616,000   

合計 71,042,812 65,817,347 △5,225,465   

     

2. 支出の部    単位：円 

費目 
平成 25（2013）年度 

予算額 

平成 25（2013）年度 

決算額 

増減 

（決算-予算） 
摘要 

1. 運営費 2,600,000 748,760 △1,851,240   

運営費 500,000 90,387 △409,613 会議費等 

事務費 1,000,000 0 △1,000,000 委託事務費等 

通信費 700,000 381,199 △318,801 広報誌発送費 

慶弔費 200,000 26,565 △173,435 入学式、卒業式花代等 

消耗品費 200,000 250,609 50,609   

2. 事業費 4,500,000 2,944,438 △1,555,562   

事業費 500,000 0 △500,000 総会、懇親会開催費等 

広告誌発行費 1,000,000 684,438 △315,562 年 2 回発行予定 

学生支援費 1,000,000 440,000 △560,000 
学部支援費、学生会費

支援費等 

部活支援費 2,000,000 1,820,000 △180,000 部活表彰等 

3. 積立金 4,000,000 4,000,000 0   

周年事業積立金 1,200,000 1,200,000 0   

奨学費積立金 1,800,000 1,800,000 0   

同窓会積立金 1,000,000 1,000,000 0 同窓会館設立資金等 

4. 周年事業 0 0 0   

10 周年記念事業費 0 0 0   

奨学金交付 0 0 0   

5. 予備費 300,000 0 △300,000   

予備費 300,000 0 △300,000   

支出小計 11,400,000 7,693,198 △3,706,802   

6. 繰越金 59,642,812 58,124,149 △1,518,663   

合計 71,042,812 65,817,347 △5,225,465   

平成 27年 10月 29日、平成 25年度同窓会の会計監査にあたり、収入支出に伴う関係書

類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であること

を認めます。 

監査： 岩永 佳子    ㊞ 

監査： 山本 祥代    ㊞ 山
本

岩
永
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第 2 号議案 

平成 26(2014)年度収支決算報告 

 

平成 26(2014)年度 収支決算報告 

1. 収入の部    単位：円 

費目 
平成 26（2014）年度 

予算額 

平成 26（2014）年度 

決算額 

増減 

（決算-予算） 
摘要 

繰越金 58,738,812 58,124,149 △614,663   

会費 12,304,000 15,024,000 2,720,000   

合計 71,042,812 73,148,149 2,105,337   

     

2. 支出の部    単位：円 

費目 
平成 26（2014）年度 

予算額 

平成 26（2014）年度 

決算額 

増減 

（決算-予算） 
摘要 

1. 運営費 2,600,000 511,276 △2,088,724   

運営費 500,000 3,240 △496,760 会議費等 

事務費 1,000,000 0 △1,000,000 委託事務費等 

通信費 700,000 421,768 △278,232 広報誌発送費 

慶弔費 200,000 55,404 △144,596 入学式、卒業式花代等 

消耗品費 200,000 30,864 △169,136   

2. 事業費 4,500,000 2,463,523 △2,036,477   

事業費 500,000 0 △500,000 総会、懇親会開催費等 

広告誌発行費 1,000,000 683,523 △316,477 年 2 回発行予定 

学生支援費 1,000,000 90,000 △910,000 
学部支援費、学生会費

支援費等 

部活支援費 2,000,000 1,690,000 △310,000 部活表彰等 

3. 積立金 4,000,000 4,000,000 0   

周年事業積立金 1,200,000 1,200,000 0   

奨学費積立金 1,800,000 1,800,000 0   

同窓会積立金 1,000,000 1,000,000 0 同窓会館設立資金等 

4. 周年事業 0 0 0   

10 周年記念事業費 0 0 0   

奨学金交付 0 0 0   

5. 予備費 300,000 58,512 △241,488   

予備費 300,000 58,512 △241,488   

支出小計 11,400,000 7,033,311 △4,366,689   

6. 繰越金 59,642,812 66,114,838 6,472,026   

合計 71,042,812 73,148,149 2,105,337   

平成 27 年 10 月 29 日、平成 26 年度同窓会の会計監査にあたり、収入支出に伴う関係

書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正である

ことを認めます。 

監査： 岩永 佳子    ㊞ 

監査： 山本 祥代    ㊞ 山
本

岩
永
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第 3 号議案 

平成 27(2015)年～28(2016)年度役員選出 

 

平成 27(2015)年～28(2016)年度役員選出 

長崎国際大学同窓会役員・幹事(案) 

 

平成 27(2015)年～28(2016)年度役員選出(案) 

会長 橋之口 裕太（3 期生・福祉） 

副会長 萩原 涼子（1 期生・福祉）、濱田 久代（1 期生・観光） 

理事 荒木 道子（1 期生・観光）、勝本 健太（3 期生・観光） 

荒巻 桂二郎（4 期生・観光）、工藤 圭一郎（5 期生・観光） 

知念 咲希（12 期生・栄養） 

木村 勝彦（人間社会学部教授・特別会員） 

監事 田栗 智之（12 期生・観光）、山本 祥代（5 期生・観光） 

 

 

平成 27(2015)年～28(2016)年度各学科幹事(案) 

 国際観光学科 社会福祉学科 健康栄養学科 薬学科 

1 期生 前山 善人 藤 貴仁   

2 期生 福本 清海 山口 哲史   

3 期生 梶 沙織 納所 健一 吉田 真一  

4 期生 仲野 優 飯田 知幸 木場 嗣保  

5 期生 町中 啓一 川久保 麻美 長岡 千歌  

6 期生 京下 太一 浦田 奈津季 川尻 浩司  

7 期生 大串 秋穂 久原 美紀 吉田 智美  

8 期生 加藤 健太 織田 和成 北原 幸  

9 期生 太田 浩美 宮内 足知雄 石橋 なつみ 中西 定祐 

10 期生 江口 美津紀 出口 開 原田 洋介 照屋 雄一 

11 期生 福本 祥太 横田 稔 鈴木 ゆかり 穐山 武明 

12 期生 田代 拓朗 海野 翔太 古田 美咲 倉岡 卓也 

留学生幹事 （中国）章 潔    
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第 4 号議案 

平成 27(2015)年～28(2016)年度事業計画(案) 

 

平成 27(2015)年～28(2016)年度事業計画(案) 

月日 主要行事 会場等 備考 

4 月 長崎国際大学入学式 長崎国際大学 
入学生に対する登

録呼び掛け等 

5 月 沖縄同窓会   

9 月 秋季卒業式   

9 月 秋季入学式   

11 月 
長崎国際大学同窓会 

第 5 回総会 
長崎国際大学 2 年に 1 回 

11 月 長崎国際大学開国際 長崎国際大学  

11 月 九州文化学園 70 周年  平成 27 年度のみ 

未定 同窓会広報誌発行 －  

3 月 長崎国際大学卒業式 長崎国際大学 

卒業に対する祝

辞・同窓会登録呼

び掛け等 

未定 部活表彰 長崎国際大学  

 同窓会広報誌年 2 回発行予定   

随時 同窓会登録推進 
ホームページ

等 
 

随時 
各期同窓生へ 

同窓会総会・懇親会参加への協力 
－  

備考 
・年度末に、ホームページ上で事業計画を公表し広く会員の意見を求め

る。 

 
※平成 27 年度の事業計画は、平成 28 年度の事業計画同様に行う予定。 
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第 5 号議案 

平成 27(2015)年～28(2016)年度予算書(案) 

 

平成 27(2015)年～28(2016)年度 長崎国際大学同窓会 予算書(案) 

 

1. 収入の部 

単位：円 

費目 
平成 27(2015)年度 

予算額 

平成 28(2016)年度 

予算額 
摘要 

繰越金 66,114,838 70,238,838  

会費 15,024,000 15,024,000 1,878 名 

合計 81,138,838 85,262,838  

 

 

2. 支出の部 

単位：円 

費目 
平成 27(2015)年度 

予算額 

平成 28(2016)年度 

予算額 
摘要 

1.運営費 2,600,000 2,600,000  

運営費 500,000 500,000 会議費、沖縄支部運営

費等 

事務費 1,000,000 1,000,000 委託事務費等 

通信費 700,000 700,000 広報誌発送費等 

慶弔費 200,000 200,000 入学式、卒業式花代等 

消耗品費 200,000 200,000  

2.事業費 4,000,000 4,000,000  

事業費 500,000 500,000 総会、懇親会開催費等 

広報誌発行費 1,000,000 1,000,000 年 2 回発行予定 

学生支援費 500,000 500,000 学部支援費、学生会費

支援費等 

部活支援費 2,000,000 2,000,000 部活表彰等 

3.積立金 4,000,000 4,000,000  

周年事業積立金 1,200,000 1,200,000  

奨学金積立金 1,800,000 1,800,000  

同窓会積立金 1,000,000 1,000,000 同窓会館設立資金等 

4.周年事業 0 0  

10 周年記念事業費 0 0  

奨学金交付金 0 0  

5.予備費 300,000 300,000  

予備費 300,000 300,000  

支出小計 10,900,000 10,900,000  

6.繰越金 70,238,838 74,362,832  

合計 81,138,838 85,262,838  

 


