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［第 1号議案］

2019年度 事業報告 

Ⅰ 2019年度事業報告・活動のまとめ 

 2019年度事業推進におきましては、①大学との相互協力による学生生活の拡充、②学生の部活動支援・応援、 

③支部活動の活性化・本部との連携強化、④青桐会運営の充実と見直し を４つの柱として取り組みました。 

（１） 大学との相互協力による学生生活の拡充

大学には、青桐会活動に対するご理解とご協力をいただき、全国の支部総会において教職員の皆様にご出席 

いただき、大学の情報や学生の様子、就職を取り巻く情勢などご説明いただきました。その際の支部会員皆様か

らの意見・要望等を取りまとめて、本部と大学教職員との意見交換会を 12月に開催しました。大学から頂戴した

回答内容を「保護者のためのガイドブック」に掲載しました。合わせて、青桐会ホームページにも掲載しました。 

この「保護者のためのガイドブック」については、例年通り、大学教職員のご執筆により、最新情報も満載し、

全会員へ配布しました。 

 キャリアセンターのご尽力により、本部主催の全国就職懇談会のみならず、支部主催の就職懇談会に対しても 

ご理解と各種支援の労の下、開催いたしました。参加の会員からは大変好評との感想が寄せられております。 

また、修学の意思がありながら学費支弁に窮する学生への経済的な支援策として「青桐会奨学金」を大学と連

携し、学生支援制度の一つとして「授業料減免」を行いました。 

さらに、大学施設とスポーツ寮の視察を行い、是正事項を大学に申し入れました。 

（２） 学生の部活動支援・応援

部活動で頑張っている学生に対しては、支部も含め、運動部の大会や試合において精力的な応援活動を展開し、

文化部の催事も精力的に参観・鑑賞しました。また、各部活へは青桐会規程に基づく各種助成を実施しました。 

大東祭等の学生自治会常任委員会や実行委員会からの申請を本部役員会で審議の上、助成を実施しました。 

さらに、学生自治会や全學應援團とも連携して、大学の各種行事への参画や支援を行い、あるいは、青桐会の校

舎見学会の学生ガイドを務めていただきました。 

（３） 支部活動の活性化・本部との連携強化

地域単位のブロック会議を 2月に開催し、全国・地域での問題課題の共有抽出や支部間の交流を促進しました。 

支部活動の助成については、校舎見学会参加時の交通費助成や全日本クラスの大会応援の交通費助成について

明確化した上で、支部長へ支部会員の利用促進を依頼し、ひいては支部活動の活性化に繋がるように取組みまし

た。 

監事は、独立した立場から青桐会の活動や事業及び会計事務を監査し、全国の支部から提出される決算報告書

の記載に対し、監査所見文書を作成し、より良くなるように当該支部へ伝えました。 

（４） 青桐会運営の充実と見直し

本部役員会は、年間 14回開催し、支部長会は年 2回（5月・11月）開催しました。 

本部・支部ともに活動内容を青桐会ホームページに掲載しました。 

青桐会ホームページでは、多くの会員の皆様に閲覧していただけるように掲載情報をお知らせするメールマガ

ジン配信を継続しました。 

12月に会報「ARCH」を発行し、全会員へ配布いたしました。 

「事業改善推進委員会」を設置して、本部事業のあり方について検討を行いました。 
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他　・　所　　場　・　間　　時業  事曜日月年

ナーリアーパースまたいさ　～時31式学入月19102

館会化文東大　～分03時9査監計会土6

館会化文東大　～時31会員役部本回1第土6

館会東大　～時01会修研員役部本土72

28 日 関東大学ラグビー春季大会 13時キックオフ　対東海大学　東海大学湘南グラウンド

館会化文東大　～分03時9査監計会土11

 館会化文東大　～時31会員役部本回2第土11

21 火 フレンドシップウォーク2019 9時30分～　東松山校舎総合グラウンド～東松山市内「まなびのみち」　　＊雨天中止

館会化文東大　～時41会修研長部支土52

　舎校橋板　～時01会長部支回1第日62

　舎校橋板　～分03時31会総期定日62

館会化文東大　～時31会員役部本回3第土1

舎校山松東　部支都京東会学見舎校部支土8

8 土 全學應援團新入團員お披露目式 16時30分～　板橋校舎

9 日 関東大学ラグビー春季大会 13時キックオフ　対慶応大学　慶応大学日吉グラウンド

舎校山松東　日51～日01祭月六回13第月11

舎校山松東　同合県4東関催主部支県玉埼会学見舎校部支土51

16 日 関東大学ラグビー春季大会 13時キックオフ　対流通経済大学　大東文化大学東松山グラウンド

17 月 支部総会出張者説明会 17時～　板橋校舎　

23 日 第51回全日本大学駅伝関東選考会 17時30分～　相模原ギオンスタジアム

　舎校橋板　～時01会員役部本回4第土92

30 土 2019関東学生トライアスロン那須塩原大会 10時スタート　栃木県那須塩原市

　部支）県岡福、県川香、県梨山、県玉埼（会談懇職就・会総部支土6 ※埼玉県は就職懇談会は別開催

部支）県島徳、県知愛（会談懇職就・会総部支日7

部支）、都京東、道海北（会談懇職就・会総部支土31

部支）県根島、県重三、県井福、県形山、県手岩（会談懇職就・会総部支土02

　部支）県城茨、県島福、県田秋、県城宮、県森青（会談懇職就・会総部支日12

部支）県分大、県知高、県良奈、県山富（会談懇職就・会総部支土72

　部支）県崎宮、県媛愛、県取鳥、府阪大、県川石、県葉千、県馬群、県木栃（会談懇職就・会総部支日82

　部支）県本熊、県庫兵（会談懇職就・会総部支土3

部支）県島児鹿、県山歌和、県阜岐（会談懇職就・会総部支日4

部支）県岡静（会談懇職就・会総部支日11

部支）県縄沖、県崎長、県口山（会談懇職就・会総部支土71

部支）県賀佐、県野長（会談懇職就・会総部支日81

部支）県山岡（会談懇職就・会総部支土42

部支）県島広、県潟新（会談懇職就・会総部支土52

館会化文東大　～時31会員役部本回5第土13

31 土 第1回関東ブロック駅伝応援実行委員会 15時～　大東文化会館

8

　2019年度　活動日誌　(2019年4月1日～2020年3月31日）

4

5

6

7
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他　・　所　　場　・　間　　時業  事曜日月年

2019 1 日 関東大学ラグビーリーグ戦 10時45分キックオフ　対専修大学　菅平サニアパークM

7 土 第1回北海道・東北ブロック駅伝応援実行委員会 10時～　宮城県仙台市

8 土 関東大学ラグビーリーグ戦 15時キックオフ　対拓殖大学　熊谷ラグビー場B

舎校橋板　～時41会員役部本回6第土41

14 土 関東大学ラグビーリーグ戦 12時30分キックオフ　対日本大学　上柚木陸上競技場

19 木 全學應援團激励壮行会 12時30分～　東松山校舎

舎校山松東　～時31会学見舎校国全土12

舎校山松東　部支県山富会学見舎校部支土82

29 日 第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会 9時30分スタート　千葉県印西市

29 日 第2回関東ブロック駅伝応援実行委員会 13時～　千葉県印西市

館会化文東大　～時9査監計会土91

館会化文東大　～時31会員役部本回7第土91

26 土 第96回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 9時35分スタート　東京都立川市　国営昭和記念公園

26 土 北海道・東北ブロック駅伝応援実行委員会 13時～　宮城県仙台市

27 日 第37回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 12時10分スタート　宮城県仙台市

舎校橋板　日4～2祭東大回79第土2

3 日・祝 　舎校橋板　～時01会長部支回2第

3 日・祝 舎校橋板　～時31会談懇職就国全

3 日・祝 関東大学ラグビーリーグ戦 14時30分キックオフ　対中央大学　熊谷ラグビー場B

9 土 関東大学ラグビーリーグ戦 11時30分キックオフ　対流通経済大学　秩父宮ラグビー場

館会化文東大　～時01会員役部本回8第土61

16 土 関東大学ラグビーリーグ戦 11時30分キックオフ　対法政大学　秩父宮ラグビー場

30 土 関東大学ラグビーリーグ戦 14時キックオフ　　対東海大学　秩父宮ラグビー場

館会化文東大　～時01会員役部本回9第土7

館会化文東大　～時51会換交見意のと学大土7

館会化文東大　～時31会員役部本回01第土41

14 土 第3回関東ブロック駅伝応援実行委員会 15時～　大東文化会館

15 日 関東大学アイスホッケーリーグ戦入替戦 15時～　東京都西東京市　ダイドードリンコ・アイスアリーナ

30 月 2019全日本大学女子選抜駅伝競走 10時スタート　富士市/富士宮市

2020 11 土 青桐会新年賀詞交歓会 12時～　板橋校舎　生協食堂

館会化文東大　～時31会員役部本回11第土81

25 土 大学施設及びスポーツ寮視察 9時～　東松山

舎校山松東　部支県玉埼会談懇職就部支土52

館本前駅袋池ータンセスネジビトッア　～時31会員役部本回21第土1

館本前駅袋池ータンセスネジビトッア　～時51議会クッロブ東関土1

市雲出県根島　～時41議会クッロブ国中土8

市島徳県島徳　～時51議会クッロブ国四土8

市本熊県本熊　～時41議会クッロブ縄沖・州九土8

市屋古名県知愛　～時01議会クッロブ海東日9

1

2

11

12

10

9
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他　・　所　　場　・　間　　時業  事曜日月年

2020 15 土 北海道・東北ブロック会議 13時～　宮城県仙台市

市井福県井福　～時41議会クッロブ越信北土51

市阪大府阪大　～時31議会クッロブ畿近土51

坂高　～時01察視寮ツーポス学大土22

止中＊　　市東伊県岡静　日1月3～日92月2会修研部本日1

止中＊　　館会化文東大　～時31会員役部本回31第土41

止中＊　　舎校橋板　～分54時51式与授賞桐青・賞長学木91

止中＊　　館会化文東大　～時31会員役部本回41第土82

● 事業運営分科会
4/6、4/27、5/11、5/18、6/1、6/15、6/23、8/31、9/8、9/29、
10/5、11/16、12/14

● 41/21、92/9、82/9、51/9、13/8、01/8、32/6、1/6、72/4会科分援応生学

● 92/9、1/6、11/5会科分報広

● 91/01、12/9、41/9、3/9、2/9、13/8、11/5、6/4会事監

● 事業改善推進委員会 8/10、10/19、11/2、12/14、1/11、2/22、3/7

● 本部役員推薦委員会 10/19、1/18、2/1、3/23

3

　【分科会活動】

2
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［第 2号議案］

5

［第 2号議案］

   2019年4月1日から2020年3月31日まで （単位：円）

科　　目 予算額 決算額 増減（予算-決算） 摘　要

Ⅰ.経常収益 （収入の部）

（1）受取会費 89,600,000 87,584,000 2,016,000 8,000×　10,948人　（11,015-兄弟返金67人）

（2）受取寄付金 80,000 152,000 ▲ 72,000 会員の返金戻し19人

（3）その他収益 10,000 35,439 ▲ 25,439 受取利息、お祝い金

経常収益計 89,690,000 87,771,439 1,918,561 （Ａ）

Ⅱ.経常費用 （支出の部）

１．本部事業費 (1)会報発行費 2,000,000 1,396,516 603,484 「ARCH」印刷、送料

(2)支部総会資料発行費 5,000,000 3,330,105 1,669,895 「保護者のためのガイドブック」印刷、送料

(3)意見交換会費 50,000 1,763 48,237 意見交換会会議用費用

(4)事業活動費 5,000,000 3,208,700 1,791,300 賀詞交歓会、応援、大学行事参加等の費用

(5)卒業生関係費 4,500,000 4,298,011 201,989 学位記ホルダー、卒業記念品

(6)学生助成関係費 7,500,000 4,837,330 2,662,670 課外活動等の助成

(7)学生表彰費 300,000 360,000 ▲ 60,000 青桐賞奨励金

(8)周年記念事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 周年積立

(9)特別事業運営資金繰入金 2,000,000 2,000,000 0 青桐会奨学金繰入

(10)諸費 1,500,000 1,877,235 ▲ 377,235 災害見舞金、手提げ袋、ジャンパー

本部事業費計 28,850,000 22,309,660 6,540,340

2.支部費 (1)各支部費還付金 27,100,000 26,018,000 1,082,000 支部還付金44支部

(2)支部活動助成金 4,000,000 2,530,140 1,469,860 校舎見学会交通費助成等、就職懇談会助成

(3)各支部会議費 4,000,000 4,287,105 ▲ 287,105 支部総会出張旅費

(4)ブロック活動助成金 3,000,000 1,078,669 1,921,331 ブロック応援活動助成

(5)諸費 2,500,000 1,196,136 1,303,864 手旗、応援チケット、　送料等

支部費計 40,600,000 35,110,050 5,489,950

3.会議費 (1)総会費 3,500,000 3,114,830 385,170 定期総会（5/26）

(2)支部長会議費 5,000,000 4,467,175 532,825 支部長研修会（5/25）、支部長会（5/26、11/3）

(3)本部役員会 1,200,000 586,504 613,496 本部役員会、監事会

(4)ブロック会議 2,000,000 1,102,376 897,624 ブロック会議交通費　会場費

会議費計 11,700,000 9,270,885 2,429,115

4.事務費 （1）通信連絡費 500,000 365,434 134,566 電話、通信料

（2）職員給与 8,500,000 7,730,462 769,538 職員給与

（3）福利厚生費 1,500,000 1,137,613 362,387 社会保険料事業主負担分

（4）職員旅費・交通費 100,000 22,360 77,640 職員行事参加交通費

（5）什器備品費 500,000 0 500,000

（6）事務用機器賃借料 1,300,000 683,127 616,873 コピー機、印刷機リース代

（7）事務雑費 200,000 111,796 88,204 文房具、雑貨等

事務費計 12,600,000 10,050,792 2,549,208

5.雑費 (1)慶弔見舞金 100,000 0 100,000

(2)諸費 50,000 16,416 33,584 生花代等

雑費計 150,000 16,416 133,584

当期経常費用合計 93,900,000 76,757,803 17,142,197 （Ｂ）

当期経常増減額 ▲ 4,210,000 11,013,636 ▲ 15,223,636 （Ａ） ― （Ｂ）

Ⅲ経常外収益

(1)周年記念事業積立金 1,000,000 1,000,054 ▲ 54 周年積立金

(2)特別事業運営資金 2,000,000 2,000,881 ▲ 881 一般会計より繰入、支部からの繰入

経常外収益計 3,000,000 3,000,935 ▲ 935 （Ｃ）

Ⅳ経常外費用 (1)周年記念事業積立金 0 0 0

(2)特別事業運営資金 2,000,000 1,396,000 604,000 青桐会奨学金

経常外費用計 2,000,000 1,396,000 604,000 （Ｄ）

当期正味財産増減額（当期収支差額） ▲ 3,210,000 12,618,571 ▲ 15,828,571 （Ｅ）＝（Ａ）―（Ｂ）＋（Ｃ）―（Ｄ）

前期繰越正味財産額（前期繰越金） 107,222,082 107,222,082 0 （Ｆ）

次期繰越正味財産額（次期繰越金） 104,012,082 119,840,653 ▲ 15,828,571 （Ｇ）：（Ｅ）＋（Ｆ）

2019年 度　  決 算 報 告
活　動　計　算　書
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（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部

1.流動資産 1.流動負債

現金・預金 91,571,063  - 

未収金  - 　　預り金 111,470

流動資産合計 91,571,063 　　流動負債合計 111,470

2.固定資産 2.固定負債

周年記念事業積立金 7,774,906 退職給付引当金 386,500

特別事業運営資金 20,992,654 固定負債合計 386,500

その他特定資産  - 負債合計 497,970

固定資産合計 28,767,560

正味財産の部 金　額

　　前期繰越正味財産 107,222,082

　　当期正味財産増減額 12,618,571

正味財産合計 119,840,653

資産合計 120,338,623 負債及び正味財産合計 120,338,623

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅰ 資産の部

1.流動資産

現金・預金

　　　現金 97,850

　　　普通預金 84,883,618

　　　普通預金 386,836

　　　普通預金 134

　　　普通預金 486,437

　　　定期預金 5,000,000

　　　通常貯金 604,472

　　　振替口座 111,716

　　未収金  - 

　　流動資産合計 91,571,063

2.固定資産

周年記念事業積立金

      普通預金 7,774,906

　　特別事業運営資金

　　　普通預金 10,792,610

　　　普通預金 200,044

　　　定期預金 10,000,000

　　その他特定資産  - 

　　固定資産合計 28,767,560

　資産合計 120,338,623

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

預り金 111,470

流動負債合計 111,470

2.固定負債

退職給付引当金 386,500

固定負債合計 386,500

　負債合計 497,970

　正味財産 119,840,653

2019年度　貸借対照表
2020年3月31日現在

2019年度　財産目録
2020年3月31日現在

みずほ銀行　東武練馬支店

みずほ銀行　東武練馬支店（退職給付）

みずほ銀行　東武練馬支店

銀行・支店名・摘要

三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店

三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行

みずほ銀行　東武練馬支店

みずほ銀行　東武練馬支店

みずほ銀行　東武練馬支店

三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店
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１．重要な会計方針
　　財務諸表等（活動計算書、貸借対照表及び財産目録）の作成は、2015年度よりNPO法人会計基準
　（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）を参照しています。同基準では、収支計算書ではなく、
　活動計算書を作成することとしています。

２．固定資産の増減の内訳
　　特定の目的に使用するために保有している資産を特定資産といいます。特定資産は、固定資産
　の部において当該資産の保有目的を示す独立の科目で表示することとされています。
　固定資産として保有している特定資産の内訳は以下の通りです。

内容 前期繰越額 当期増加額 当期減少額 次期繰越額

合計 27,162,625 3,000,935 1,396,000 28,767,560 

３．その他
（１）2015年度よりNPO法人会計基準を参考にし、発生主義に基づいて財務諸表等を作成すること

としました。2014年度までは現金主義に基づいて計算書類（収支計算書、貸借対照表、財産
目録）を作成していました。

（２）NPO法人会計基準では、経常費用の部で２つの項目「事業費」「管理費」に区分し、さらに
それぞれ「人件費」と「その他経費」に区分するとされていますが、前事業年度との比較を
容易にするため、「事業費」と「管理費」の区分はせずに、科目名は収支計算書で使用した
ものを引き継いで使用しています。

備　考

財務諸表の注記

1973年の大東文化大学50周年記念事
業に際して当時の会員より徴収した
寄付金の残額を特別会計として保
持・運用してきたものです。また、
2018年度より青桐会奨学金制度の資
金としても活用しています。

特別事業
運営資金

20,387,773  2,000,881 1,396,000 20,992,654  

周年記念
事業積立
金

6,774,852  1,000,054   - 7,774,906  
青桐会の周年記念事業（５年ごと）
に必要な資金を毎年度一定額積立金
としています。

　　私たち監事は、大東文化大学青桐会会則第9条第5号の規定にもとづいて、2019年度
　（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の大東文化大学青桐会の事業及び会計事務に
　ついて監査を実施いたしました。
　　監査の方法は、本部役員会その他の重要な会議に出席し、業務執行及び財産の状況に
　関する報告を受けるとともに、会計帳簿、伝票類等の証拠書類の閲覧、照合、質問等の
　合理的な保証を得るための手続きを行いました。
　　監査の結果、大東文化大学青桐会の業務の執行に関しては、法令及び会則に違反する
　重大な事実はなく、2019年度事業報告及び決算報告は、すべての重要な点において適正
　に表示されているものと認められます。

監事代行　平田　紀子　　㊞

監査報告書

　　監事　松井　正浩  　㊞

　　大東文化大学青桐会
2020年4月13日

　　監事　八木　勝信　　㊞　
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［第 3号議案］

青桐会「会則」改正案について 

（１）提案事由 

① 学生の活動大会等が全国各地で開催されることが多くなったことから、より多くの青桐会

会員に参加いただく。

② 大学施設で開催される青桐会行事に全国各地からより多くの青桐会会員に参加いただく。 

上記の環境を整え、より活発な青桐会活動を実現するために全国からの意見を反映させて 

青桐会事業を運営するためにご提案させていただきます。 

（２） 改訂項目

① 第６条（役員）において、本部役員数を定人数から「若干名」へ変更します。

ただし、会長については、職務の目的から「1名」のままとします。

② 第７条において、役員の兼務は出来ないことから、「関東ブロック以外の各地域ブロッ

クから選出された本部役員の兼務を認める」内容を追加します。

③ 附則において、上記①及び②の改定に伴い附則を追加します。

【改正条文】 会則改正案の全文は本議案書 12～14ページに掲載してあります。 

現行 改正案 

第 3章 

役員・職員及び名誉会長 

（役員） 

第 6条 

本会に次の役員をおく。ただし、１号か 

ら５号までの役員を本部役員とする。 

(１)会長       １名 

(２)副会長      ３名 

(３)常任理事     若干名 

(４)会計       ２名

(５)監事       ３名 

(６)支部長      支部数 

本会に次の役員をおく。ただし、１号か 

ら５号までの役員を本部役員とする。 

(１)会長       １名 

(２)副会長      若干名 

(３)常任理事     若干名 

(４)会計       若干名

(５)監事       若干名 

(６)支部長      支部数 

第 3章 

役員・職員及び名誉会長 

（役員） 

第 7条 

本会の役員の選出は次の通りとし 

兼務することはできない。 

本会の役員の選出は次の通りとし 

兼務することはできない。ただし、

関東ブロック以外の地域ブロック

から選出された本部役員について

は、この限りではない。 

第 8章 附則 

第 25条 

本会則は平成 30年 5月 27日改正、 

同日施行する。（ただし会費は平成 

31年度より適用するものとする。） 

本会則は平成 30年 5月 27日改正、

同日施行する。（ただし会費は平成

31年度より適用するものとする。） 

本会則は 2020年 6月 13日改正、同

日施行する。 

－8－



［第 3号議案］

8

［第 4号議案］
2020年度 事業計画（案） 

Ⅰ 2020年度事業計画・活動方針 

（１）大学との相互協力による学生生活の拡充 

①大学教職員との意見交換、「保護者のためのガイドブック」の制作・配布 

②キャリアセンターと連携した就職に関わる情報交換、全国就職懇談会の開催 

③スポーツ振興センターや学生支援センター等の大学組織と連携した学生活動の助成・支援 

④青桐会奨学金制度の適正な運用 

⑤大学関係団体とのコミュニケーション強化 

⑥大学施設及びスポーツ寮の視察 

（２）学生の部活動支援・応援 

①学生自治会所属部活動に対する助成   

②大学選手権大会等の試合応援・激励 

③文連所属団体発表会等への鑑賞・激励   

④六月祭・大東祭、新入生歓迎会・卒業生歓送会への助成 

⑤優秀成績を上げた学生（団体・個人）への青桐賞贈呈 

（３）支部活動の活性化・本部との連携強化 

①支部長会の開催 

②地域ブロック会議の開催 

③本部主催、支部主催校舎見学会の実施 

④各支部運営のあり方の検討 

（４）青桐会運営の充実と見直し 

①本部役員会組織の変更 

②「事業策定委員会」の設置 

③情宣・広報活動の再構築 

④地域ブロック活動のあり方の検討 

⑤「青桐会創設 60 周年記念事業準備委員会」の設置 

Ⅱ 2020年度事業計画・活動予定 

４月 ５月 ６月 

4日(土) 会計監査・本部役員会→中止 9日(土) 本部役員研修会→中止 13日(土) 本部役員会 

18日(土) 会計監査・本部役員会→中止 21日(火) フレンドシップウォーク2020→中止 27日(土) 本部役員会、本部役員研修会 

25日(土) 本部役員会→中止 23日(土) 支部長研修会→中止 
24日(日) 第1回支部長会・定期総会→書面表決 ＊六月祭 （東松山） 

７月 ８月 ９月 
4・ 5日(土・日) 支部総会→中止  1・ 2日(土・日) 支部総会→中止 12日(土) 本部役員会 
11・12日(土・日) 支部総会→中止 8・ 9日(土・日) 支部総会→中止 19日(土) 全国校舎見学会→延期 
18・19日(土・日) 支部総会→中止 14・15日(土・日) 支部総会→中止 ブロック会議開催 
25・26日(土・日) 支部総会→中止 22・23日(土・日) 支部総会→中止 

29・30日(土・日) 支部総会→中止 
29日(土)   本部役員会 全日本学生テコンドー選手権大会応援 

１０月 １１月 １２月 

10日(土) 会計監査・本部役員会 1日(日) 全日本大学駅伝応援 12日(土) 本部役員会・意見交換会 

17日(土) 箱根駅伝予選会応援 7日(土) 第2回支部長会 30日(水) 富士山女子駅伝応援 
25日(日) 全日本大学女子駅伝応援 21日(土) 本部役員会 
31日(土) 会計監査 英語スピーチコンテスト、アジア言語スピーチコンテスト激励 

ブロック会議開催 全国書道展鑑賞 ラグビー日本選手権大会応援 
＊大東祭 （1日～3日 板橋） 全日本大学バスケットボール選手権大会応援 

１月 ２月 ３月 
2日(土) 箱根駅伝往路応援 6日(土) 本部役員会 13日(土) 本部役員会 
3日(日) 箱根駅伝復路応援 ブロック会議開催 22日(水) 学長賞・青桐賞合同表彰式 
9日(土) 新年賀詞交歓会 27日(土) 本部役員会 
16日(土) 本部役員会 
23日(土) 全国就職懇談会 
ラグビー日本選手権大会応援 
日本学生氷上競技選手権大会応援 
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        2020年4月1日から2021年3月31日まで （単位：円）

科　　目 2020年度予算額 2019年度決算額 増減（予算-決算） 摘　要

Ⅰ.経常収益 （収入の部）

（1）受取会費 87,584,000 87,584,000 0 8,000×10,948人

（2）受取寄付金 80,000 152,000 ▲ 72,000 8,000円×10名

（3）その他収益 20,000 35,439 ▲ 15,439 受取利息、お祝い金

経常収益計 87,684,000 87,771,439 ▲ 87,439 （Ａ）

Ⅱ.経常費用 （支出の部）

１．本部事業費 (1)会報発行費 1,500,000 1,396,516 103,484 「ARCH」印刷、送料

(2)支部総会資料発行費 3,500,000 3,330,105 169,895 「保護者のためのガイドブック」印刷、送料

(3)意見交換会費 10,000 1,763 8,237 大学との意見交換会費用

(4)事業活動費 6,000,000 3,208,700 2,791,300 本部主催行事費用など（各種応援、賀詞交歓会など）

(5)卒業生関係費 4,500,000 4,298,011 201,989 学位記ホルダー、卒業記念品、封入、送料

(6)学生助成関係費 9,000,000 4,837,330 4,162,670 課外活動等の助成

(7)学生表彰費 300,000 360,000 ▲ 60,000 青桐賞奨励金

(8)周年記念事業積立金 2,500,000 1,000,000 1,500,000 周年積立

(9)特別事業運営資金繰入金 2,000,000 2,000,000 0 青桐会奨学金繰入

(10)諸費 1,500,000 1,877,235 ▲ 377,235 ジャンパー、手提げ袋等

本部事業費計 30,810,000 22,309,660 8,500,340

2.支部費 (1)各支部費還付金 26,596,000 26,018,000 578,000 2,000×10,948+100,000×47支部

(2)支部活動助成金 3,000,000 2,530,140 469,860 校舎見学会交通費助成、就職懇談会助成費、支部活動助成

(3)各支部会議費 1,000,000 4,287,105 ▲ 3,287,105 支部総会出張旅費

(4)ブロック活動助成金 2,000,000 1,078,669 921,331 ブロック活動費

(5)諸費 2,000,000 1,196,136 803,864 手旗、応援チケット、　支部対応送料等

支部費計 34,596,000 35,110,050 ▲ 514,050

3.会議費 (1)総会費 3,500,000 3,114,830 385,170 定期総会（5/24）

(2)支部長会議費 2,000,000 4,467,175 ▲ 2,467,175 支部長会（5/24、11/7）

(3)本部役員会 2,000,000 586,504 1,413,496 本部役員会、監事会

(4)ブロック会議 2,000,000 1,102,376 897,624 ブロック会議交通費　会場費

会議費計 9,500,000 9,270,885 229,115

4.事務費 （1）通信連絡費 500,000 365,434 134,566 切手、電話、通信料

（2）職員給与 9,000,000 7,730,462 1,269,538 職員給与

（3）福利厚生費 1,500,000 1,137,613 362,387 社会保険料事業主負担分

（4）職員旅費・交通費 50,000 22,360 27,640 職員行事参加交通費

（5）什器備品費 300,000 0 300,000 事務局備品

（6）事務用機器賃借料 1,000,000 683,127 316,873 コピー機、印刷機リース代

（7）事務雑費 200,000 111,796 88,204 文房具等

事務費計 12,550,000 10,050,792 2,499,208

5.雑費 (1)慶弔見舞金 100,000 0 100,000

(2)諸費 50,000 16,416 33,584

雑費計 150,000 16,416 133,584

当期経常費用合計 87,606,000 76,757,803 10,848,197 （Ｂ）

当期経常増減額 78,000 11,013,636 ▲ 10,935,636 （Ａ） ― （Ｂ）

Ⅲ経常外収益

(1)周年記念事業積立金 2,500,000 1,000,054 1,499,946 一般会計より積立

(2)特別事業運営資金 2,000,000 2,000,881 ▲ 881 一般会計より繰入

経常外収益計 4,500,000 3,000,935 1,499,065 （C)

Ⅳ経常外費用 (1)周年記念事業積立金 200,000 0 200,000

(2)特別事業運営資金 2,000,000 1,396,000 604,000 青桐会奨学金

経常外費用計 2,200,000 1,396,000 804,000 （Ｄ）

当期正味財産増減額（当期収支差額） 2,378,000 12,618,571 ▲ 10,240,571 （Ｅ）＝（Ａ）―（Ｂ）＋（Ｃ）―（Ｄ）

前期繰越正味財産額（前期繰越金） 119,840,653 107,222,082 12,618,571 （Ｆ）

次期繰越正味財産額（次期繰越金） 122,218,653 119,840,653 2,378,000 （Ｇ）：（Ｅ）＋（Ｆ）

2020年 度　  活 動 予 算（案）
活　動　予　算　書
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［第 6号議案］
2020 年度 本部役員の選出について

Ⅰ 2020 年度 青桐会本部役員候補者

役職名 氏 名 支部名 学年 備 考 

会 長 森 浩史 東京都支部 ３年 現・会長 

副会長 永井 文子 栃木県支部 ４年 現・副会長 

副会長 萩谷 直美 茨城県支部 ４年 現・副会長 

副会長 松井 正浩 東京都支部 ４年 現・監事 

常任理事 亀矢 美穂 茨城県支部 ３年 新 任 

常任理事 真塩 利夫 栃木県支部 ３年 新 任 

常任理事 寺田 裕信 千葉県支部 ３年 新 任 

常任理事 齋藤 直樹 宮城県支部 ４年 新 任 

常任理事 斉川 英仁 福井県支部 ２年 新 任 

常任理事 岩崎 哲也 静岡県支部 ４年 新 任 

常任理事 黒田 美重子 兵庫県支部 ３年 新 任 

常任理事 出射 真貴子 岡山県支部 ３年 新 任 

常任理事 渡邉 千夏 愛媛県支部 ４年 新 任 

常任理事 宮﨑 律子 佐賀県支部 ４年 新 任 

会 計 川村 政光 千葉県支部 ４年 現・常任理事 

会 計 鈴木 賢治 茨城県支部 ２年 新 任 

監 事 八木 勝信 群馬県支部 ３年 現・監事 

監 事 小田 セン 埼玉県支部 ２年 新 任 

Ⅱ 2020 年度 青桐会顧問・相談役候補者 

役職名 氏 名 支部名 備 考 

なし 

青桐会会則第 6条の規定にもとづき、2020 年度本部役員候補者 18名（会長 1名、 

副会長 3名、常任理事 10 名、会計 2名、監事 2名）について、上記のとおり推薦いた 

します。また、同第 10条の規定にもとづく、2020年度顧問・相談役については、推薦

なしとします。 

大東文化大学青桐会 2019 年度本部役員 
会 長 森浩史 
副 会 長 奥村みどり、永井文子、萩谷直美 
常任理事 神戸新二、川村政光、塩原康宏 
会 計 谷口美智子 
監 事 松井正浩、八木勝信、平田紀子（監事代行） 

（相 談 役 髙橋知子、麦倉聡子、宮本貴代子） 
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大東文化大学  青桐会会則 

第１章 総  則 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は大東文化大学青桐会と称し事務局を東京都

板橋区徳丸２－４－２１大東文化会館内におく。 

（目的） 

第２条 本会は大東文化大学学生の父母またはこれに代わ

る者(以下「父母等」とする)との相互の連絡を緊密にし、

大学との相互協力により学生が心身ともに健全で意義あ

る学生生活をおくり、その将来に希望と幸福とをもたら

すことを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条に規定する目的を達成するため次の事

業を行なう。 

(１)学生の生活環境の相談援助

(２)学生の国際交流活動に対する援助

(３)学生の文化、体育等各部に対する助成及び応援

(４)各支部活動の推進と学生県人会の育成

(５)大学の諸事業及び学生諸施設などに関する協力援助

(６)その他本会の目的達成に必要なる事業

第２章 組織及び会費

(会員） 

第４条 本会の会員は正会員と名誉会員の二種とする。 

(１)正会員は大東文化大学学生の父母等とする。

(２)名誉会員は本会の設立、発展に特に功績のあった者

で、支部長会の推薦により総会で決定する。

（会費） 

第５条 正会員は年額 8,000円の会費を毎年年度始めに納

入するものとする。成約の会費は返還しない。 

第３章 役員・職員及び名誉会長

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。ただし、１号から５号ま

での役員を本部役員とする。 

(１)会長       １名 

(２)副会長      若干名 

(３)常任理事     若干名 

(４)会計       若干名 

(５)監事      若干名 

 (６)支部長     支部数 

第７条 本会の役員の選出は次の通りとし兼務することは

できない。ただし、関東ブロック以外の地域ブロックか

ら選出された本部役員については、この限りではない。 

(１)本部役員は本部役員会において推薦し、支部長会の

承認を経て総会において決定する。

(２)支部長は当該支部在籍会員の中から選出する。

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間と

する。 

３ 役員は任期満了の場合においても後任者の就任するま

で代行者として、その職務を行なわなければならない。 

（役員の職務） 

第９条 本会の役員は、次の職務を行なう。 

(１)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

(２)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職

務を代行する。

(３)常任理事は、本会の会務を執行する。

(４)会計は、本会の出納を掌理する。

(５)監事は、本会の事業及び会計事務を監査する。

(６)支部長は、支部長会を構成し、会務を審議執行する。

支部にあっては当該支部を代表し、支部会務を統轄

する。

（名誉会長・顧問・相談役） 

第１０条 本会に、名誉会長・顧問・相談役をおくことが

できる。 

(１)名誉会長は、大東文化大学学長とし、顧問及び相談

役は、学識経験あるもの又は本会に功労ある者の中

から本部役員会が推薦し支部長会の承認を経て総会

において決定する。

(２)名誉会長・顧問・相談役は会長の諮問に応じ、支部

長会、本部役員会に出席して意見を述べることがで

きる。
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（職員） 

第１１条 本会に職員若干名をおくことができる。本会の

職員は本部役員会にはかり会長がこれを任命する。 

第４章 会 議 

（会議） 

第１２条 本会の会議は、次の通りとし、会長が召集する。 

(１)総会（定期総会・臨時総会）

(２)支部長会

(３)本部役員会

その他会長が必要と認めた委員会を設置することが

できる。

（定期総会） 

第１３条 総会は最高議決機関で毎年５月に定期総会を開

催し、次の事項について議決する。 

(１)年度収支決算及び事業報告

(２)年度収支予算及び事業計画

(３)役員の決定

(４)その他、会長が特に必要と認めた事項

２ 総会は会員を以って構成し、構成員の３分の１（委任

状を含む）以上を以って成立する。 

３ 総会の議長は出席会員の中から選出する。 

４ 議案はこの会則で別に定めるもののほか、出席者の過

半数を以って決する。ただし、可否同数のときは議長が、

これを決する。 

５ 票決権は出席者各１票とする。 

６ 会議に出席できないものは委任状を提出するものとす

る。 

（臨時総会） 

第１４条 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集す

る。 

２ 会長は支部長の３分の２、又は会員の５分の１以上よ

り会議に付議すべき事項を示して請求があった場合速や

かに臨時総会を開かなければならない。 

（支部長会） 

第１５条 支部長会は総会に次ぐ議決機関であって、毎年

５月・１０月または１１月に定期支部長会を開催する。 

２ 支部長会は次の事項を審議する。 

(１)予算及び決算

(２)事業の実施計画

(３)役員の承認

(４)会則の改正

(５)その他、会長が特に必要と認めた事項

３ 支部長会は次の事項を審議決定する。 

(１)予算の補正

(２)諸規則の制定改廃

(３)補充役員の選出

４ 支部長会は構成員の過半数を以って成立し、議案は出

席者の過半数を以って決する。 

５ 会議に出席できないものは、代理人１名を立てるか、

委任状を提出するものとする。ただし、代理人は当該支

部の役員とする。 

６ 支部長会の議長は出席支部長の中から選出する。 

７ 会長は支部長の３分の２以上より本会の運営に関して

会議に付議すべき事項を示して請求があった場合は、す

みやかに支部長会を開かなければならない。 

（本部役員会） 

第１６条 会長・副会長・常任理事・会計を以って本部役

員会を構成する。 

(１)本部役員会は必要に応じて会長が招集し会務を執行

する。

(２)本部役員会は支部長会・総会の議案を提案する。

(３)本部役員会は本部役員を推薦する。

(４)本部役員会は構成員の過半数を以って成立し、議案

は出席者の過半数を以って決する。

(５)監事は本部役員会に出席して意見を述べることがで

きる。

第５章 資産及び会計 

第１７条 本会の資産は次の各項をもって構成し、会長が

管理する。 

(１)会費

(２)事業、資産から生ずるその他の収入

(３)補助金、寄付金品その他の収入

２ 資産の中、現金は預貯金或いは国公債として保管する

ものとする。 

第１８条 本会の経費は前条各項の資産を持って支弁する。 

第１９条 本会の決算は年度終了後１ヶ月以内に監事の監

査を受け、総会の承認をえなければならない。 
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第２０条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年

３月３１日に終わる。 

第６章 支  部 

第２１条 本会は、原則、都道府県ごとに支部をおく。た

だし、特段の事情があると判断される場合は一定の範囲

の地域を支部としておくことができる。なお、支部会則

は青桐会会則に準じて支部ごとに定める。 

２ 本会は、当該地域の複数の支部により構成する地域ブ

ロックをおく。なお、地域ブロックの設置及び運営等に

ついては、支部長会の議決を経て別に定める。 

３ 運営に支障をきたす等特段の事情があると判断される

支部は、近隣の支部と統合することができる。支部の統

合または分割を実施するには、当該支部における支部総

会において委任状を含む過半数を以っての議決によらな

ければならない。また、当該支部の残余財産は本部へ返

還するものとし、新支部へは引き継がれないものとする。 

第７章 会則の変更と解散 

第２２条 本会則の変更は総会の議決によらなければなら

ない。 

第２３条 本会は会員の４分の３以上の同意を得なければ

解散することはできない。 

２ 前項に規定する解散のときに存する残余財産は、総会

の議決を経て大東文化大学に寄付するものとする。 

第８章 附  則 

第２４条 本会則について必要な細則は、支部長会の議決

を経て別に定める。 

２ 本会の事務局を運営するために必要な内規は、本部役

員会の議決を経て別に定める。 

第２５条 本会則は昭和３６年 ９月２２日から施行する。 

本会則は昭和４３年 ４月１０日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４４年１０月２９日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４６年 ５月２３日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４６年１０月３１日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４８年１１月 ４日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４９年 ４月 １日改正、同日施行する。 

本会則は昭和５６年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は昭和５８年 ５月２９日改正、同日施行する。 

本会則は昭和６１年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成 元年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成１０年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は平成１２年 ５月２１日改正、同日施行する。

本会則は平成１４年 ５月２６日改正、同日施行する。 

(ただし会費に関する規定は平成１５年度以降の入学

生の父母等に適用するものとする。) 

本会則は平成１５年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成１６年 ５月３０日改正、同日施行する。 

本会則は平成１８年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成１９年 ５月２７日改正、同日施行する。 

本会則は平成２１年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は平成２２年 ５月２３日改正、同日施行する。 

本会則は平成２６年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成２９年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成３０年 ５月２７日改正、同日施行する。 

(ただし会費は平成 31年度より適用するものとする。) 

本会則は２０２０年 ６月１３日改正、同日施行する。 

＜参考資料＞ 

青桐会の地域ブロック 

（１）北海道・東北ブロック（７支部）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県

山形県、福島県

（２）関東ブロック（８支部）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県

東京都、神奈川県、山梨県

（３）北信越ブロック（５支部）

福井県、石川県、富山県、長野県、新潟県

（４）東海ブロック（４支部）

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

（５）近畿ブロック（６支部）

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

和歌山県

（６）中国ブロック（５支部）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

（７）四国ブロック（４支部）

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

（８）九州・沖縄ブロック（８支部）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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