
令和３年度

大阪産業大学後援会

《西中国地区支部》

第３７回 総会資料

会場　：　広島ガーデンパレス　2階　雅の間

電話082-262-1122

 広島市東区光町1-15-21

日時　：　令和３年７月２４日（土）

１３時００分～１４時００分



１　開会の辞

２　支部長挨拶

３　議事　Ⅰ

（１）令和2年度会務報告

（2）令和2年度会計収支報告

（３）令和2年度会計監査報告

（4）令和3年度新役員選出

４　新支部長挨拶

５　議事　Ⅱ

（1）令和3年度事業計画（案）

（2）令和3年度収支予算（案）

６　閉会の辞

令和３年度　第３７回定期総会次第



役職名 名　　　前 住　所 学年・学科

支部長 湯免　陽子 府中市 ４：経済

副支部長 山本　千香 広島市 　４：工学

副支部長 藤本　幸蔵 広島市 ３：経済

会計 加美　あゆか 広島市 ３：商学

会計監査 泉　康子 広島市 ２：経営

常任委員 藤岡　侑子 広島市 ２：商学

常任委員 三宅　恵 福山市 1：工学

常任委員

令和２年度　大阪産業大学後援会西中国地区支部役員

令和2年7月11日
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1 Ｒ２年 4月1日 （水） 入学式

2 4月11日 （土） 第263回 常任委員会　※コロナの為、書面審議

3 5月9日 （土） 第46回　定期総会、就職懇談会　

4 6月13日 （土） 第264回 常任委員会　※コロナの為、書面審議

5 7月11日 （土） 第36回西中国地区支部総会&教育懇談会：広島ガーデンパレス　※中止

6 8月29日 （日） 西中国地区支部役員会＆懇親会　：　広島ガーデンパレス

7 10月6日 （土） 第265回 常任委員会　※コロナの為、書面審議

8 12月12日 （土） 第266回 常任委員会　※コロナの為、書面審議

9 12月26日 （土） 支部長会　：　シェラトン都ホテル大阪

10 Ｒ３年 1月23日 （土） 西中国地区支部役員会（広島ガーデンパレス）

11 2月13日 （土） 第267回 常任委員会　※コロナの為、書面審議

12 3月19日 （金） 大阪産業大学卒業式　（保護者参加不可）

1 後援会だよりの発行

2 地区教育懇談会（７月１１日広島ガーデンパレス）

3 新入生保護者教育懇談会（４月）

4 第４６回定期総会、就職懇談会（５月）

5 学生の福利厚生に対する援助

（１）学生が主催する行事

　　 ①新入生歓迎会　　②大学祭

（２）課外活動

（３）寄贈・贈呈

6 学生の就職活動に対する補助

7 支部活動の助成

8 海外留学・研修の援助

9 留学生の援助

10 新入生ノベルティの選定
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科目 内訳 金額 科目 内訳 金額

前年度繰越 455,237 役員会費用（交通費）

　・R2年8月29日 9名 26,600

総会祝儀 本部より 50,000 　・R3年1月23日 7名 24,600

活動助成金 本部より 80,000 役員会費用（会議費）

　・R2年8月29日 9名 6,546

預金利息 4 　・R3年1月23日 6名 36,076

地区懇談会費用（交通費）中止のため

　・Ｒ2年7月11日 0名 0

総会費用 資料コピー代 0

ファイル代 0

通信費（切手代） 0

小計 93,822

次年度繰越 491,419

585,241 585,241

以上の通りご報告致します。

会計　加美　あゆか

会計監査　　　泉　康子

　　大阪産業大学後援会　西中国地区支部の令和2年度　会計書類について

令和3年4月1日

令和２年度　会計収支監査報告

令和3年4月1日

令和２年度　会計収支報告

合計 合計

収入の部

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

支出の部

令和3年3月31日現在、￥491,419円は令和3年度に繰り越します。

監査した結果、その経理処理は適正かつ正確に処理され、表示されている

          ことを認め、報告いたします。
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役職名 名　　　前 住　所 学年・学科

支部長 藤本　幸蔵 広島：広島市 ４：経済

副支部長 加美　あゆか 広島：広島市 ４：商学

副支部長 泉　康子 広島：広島市 ３：経営

会計 藤岡　侑子 広島：広島市 ３：商学

会計監査 三宅　恵 広島：福山市 ２：工学

常任委員 向田　貴文 広島：安芸郡 １：工学

常任委員 中元　昌江 広島：福山市 １：スポーツ

常任委員

令和３年度　大阪産業大学後援会西中国地区支部役員(案）

令和3年7月24日
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Ⅰ　令和３年度　事業計画　（案）

   本年度は、本会が発足して３７年目に当たります。昨年度までの実績を基に、大阪産業

大学後援会の一助となり、また、その趣旨が会員一人一人に浸透するように努力して参ります。

   後援会の支部結成目的は、「地区会員の融和を図り、情報交換を行い、大学と家庭との連絡を

密にし、学生の福利厚生に対する活動を行うとともに、大学の発展に寄与する。」ことです。

1 Ｒ3年 4月10日 第268回 常任委員会　：　シェラトン都ホテル大阪

４月 新入生保護者教育懇談会（本部）

2 5月15日 第４５回大阪産業大学後援会定期総会、就職懇談会

3 6月12日 第269回 常任委員会　※書類審議

4 6月13日 西中国地区支部役員会、総会リハーサル　：　広島ガーデンパレス

5 7月24日 第３４回西中国地区支部総会　：　広島ガーデンパレス

6 １０月 第270回 常任委員会

7 １２月 第271回 常任委員会

１２月 西中国地区支部役員会

8 Ｒ4年 ２月 第272回 常任委員会

9 ３月 卒業式：総合体育館

Ⅱ　令和3年度　会計収支計画（案）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

収入の部

科目 内訳 金額 科目 内訳 金額

前年度繰越 491,419 役員会費用 ３回分費用 100,000

総会祝儀 本部 50,000 情報交換会 100,000

活動助成金 本部 80,000 地区懇談会・ 25,000

　　　総会費用

預金利息 4 通信費 1,000

消耗品費 1,000

小計 227,000

次年度繰越 394,423

合計 621,423 合計 621,423

支出の部

　　　　　　　　　　　　　　　　：　大阪産業大学本館多目的ホール
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