
                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

【平成 27 年度】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自  平成 27 年 4 月  1 日 

至  平成 28 年 3 月 31 日 

 
 
 

一般社団法人 愛知医科大学同窓会 

 

事 業 報 告 書  
 



 平成 27 年度 事業報告 
 

平成 28 年 5月 21日(土)  

【はじめに】 

平成 27 年度同窓会の諸事業は、第２回代議員選挙により選出された新代議員並びにその付託をうけた新役員により執

行いたしました。 

平成 23 年に一般社団法人化して４年を経過し、事業改善及びその管理・財政基盤の整備は、同窓会組織を取り巻く社

会経済環境及び時代に即応する会員ニーズの変化等に留意しつつ、これまで段階的に行ってまいりました。 

同窓会の存在意義、永続的発展は、会員及びステークホルダーのニーズを察知し、その実現に応えることにあります。

一方、「同窓会」は、母校である「愛知医科大学」と卒業生である「会員個々」の３者が協調・協働し相互支援のもと、

“三方一両得”、共に発展を続けなければなりません。もとより各年度事業計画は、同窓会の目指すべきビジョン達成に

向けた中・長期、また短期計画における単年度実行計画でありますが、今期は代議員選挙による節目の時期でもありまし

たので、同窓会のビジョン及び中・長期事業計画の策定と位置付け、総合・包括的な事業の見直しを行いました。 

同窓会に係る広報活動の充実については、愛橘会会報誌の内容の充実と在り方の検討を進めるとともに、予て懸案とし

ていましたホームページのリニューアルも第一段階を終え、次年度以降更なる深化を予定としております。 

また、同窓会事務室の在り方については、同窓会事務事業運営に即した体制へと円滑に移行してまいりました。 

なお、昨年開院した愛知医科大学新病院をはじめ、大学への支援・協力は、これからも積極的に行っていきたいと考え

ております。 

会員各位には、同窓会への一層のご理解・ご支援をお願い致しました。 

 
【事業報告】 

（目 的） 

平成 27年度事業は、春の定時社員総会の実施、及び同窓会会員相互の連携を密にして一層の帰属性と、「絆」意識の高

揚を図ることを目的としました。 

一般社団法人として 5 年目となる同窓会の運営・管理体制の整備は、「愛橘会」の安定的発展と円滑な運営に帰するた

め、中・長期的な視点から段階的見直しと施策により、その基盤の強化をさらに推進するものとしました。 

また、愛知医科大学をはじめ、記念事業への支援ならびに協力は、引き続き推進していきました。 

 

（委員会の役割と改善の目標） 

事業計画の企画・立案、及び執行機関である各委員会は、会員各位及びステークホルダーのニーズに応えるため、事業成

果の程度及び費用対効果の視点から諸事業の見直しを行うものとしました。 

 

1 組織関連事業（組織委員会） 

（1） 同窓会事業活動の積極的かつ円滑な推進のために、組織活動を継続した。 

（2） 収入・支出について、会計財務委員会と協議し、是正点を検討し、特に会費未納者に積極的に働きかけた。 

（3） 支部会活動を充実すべく、会員に働きかけ愛知県内に新たに支部会を設立した。 

（4） 地域医療に関する大学の教育・実習への協力支援を行った。 

（5） 在学生を応援し、同窓会事業への参加を図った。 

（6） 同窓生や医学教育センターの協力を得て、会議等への講演（生涯教育）を行った。 

（7） 卒後臨床研修センターとの連携を深めて、初期研修の充実と活性化のために協力援助を行った。 



（8） 大学が行う事業を積極的に支援した。 

（9） 会員に対して寄附推奨を行った。 

（10） 平成 27年定時社員総会は、名古屋市内のホテルで開催した。 

（11） 周年事業等積立預金計画を作成し、積立を行った。 

（12） 女子医会準備委員会を立ち上げた。 

 

２ 広報企画関連事業（広報企画委員会） 

(1)  愛橘会会報を、年 2回（春・秋）発行した。 

（又は「愛橘会会報は、発行時期（2回：春・秋）及び掲載内容（ポジティブかつメッセージ性の強化）を検討した。」） 

(2)  同窓会ホームページの刷新と充実（迅速性及び利活用）を図った。 

(3) 他の委員会と協働し、同窓会と各委員会事業への会員参加を PRした。 

(4) 名簿の在り方について、個人情報保護と会員ニーズの視点から基本方針を決定した。 

(5) 同窓会標章(シンボルマーク)の周知、活用を行った。 

(6) 同窓会のスクールグッズ等の作成について検討った。 

(7)「愛橘会」しおり(リーフレット)を作成し、新入生へ配付した。 

 

３ 教育学術関連事業（愛橘学術委員会） 

(1) 愛橘学術賞（褒賞制度）について、愛橘会会報やホームページからの案内、大学医局長・講座長・各同窓会支部長

宛及び個人宛に郵送にて広く周知を図った。 

(2) 愛橘学術賞受賞者・愛橘医学奨励賞受賞者（学生対象の褒賞制度）を決定し、定時社員総会にて授与、表彰を行い、

併せて受賞者の発表会を行った。 

(3)  愛橘学術賞受賞者・愛橘医学奨励賞受賞者を愛橘会会報・ホームページにおいて報告した。 

(4) 卒業式において成績優秀者に同窓会長賞を授与した。 

 

４ 法人組織関連事業 

(1)「愛橘会記念事業積立金」を資金収支の平準化を目的として、継続して行った。 

(2) 社員（代議員）選出係る「代議員選出規程の一部改正」及び「役員選出規程」等関連規則を制定し、愛橘会会報・

ホームページ等において、周知徹底を図った。 

 

５ 支部会及びクラス会振興事業 

（1） 新に２つの支部会を設立するとともに、５年以内の未開催支部会に開催を働きかけ、同窓生としての帰属意識を

高めた。 

（2） 各支部会及びクラス会の活発な活動を支援し、同窓会への帰属意識を高めた。 

（3） 名古屋市内の支部を統合した組織又は名古屋支部会を検討した。 

 

６ 大学関連事業 

(1) 学校法人愛知医科大学理事・評議員会に出席し、法人側との意見交換ならびに協議を行った。 

(2) 理事長、学長、大学役職者との懇談会を開催し、情報、意見交換及び問題事項に関する協議を行った。 

(3) 大学との共同事業の計画及び実施、その他必要に応じて講演会等の開催及び講演者の派遣を検討した。 

(4) 学生教育を支援し、臨床実習の充実、国家試験合格率の向上への対応を図った。 



(5) 新任教授との懇談会を開催し、意見交換及び問題事項に関する協議を行った。 

 

７ 学内機関関係事業 

(1) 春の父兄後援会定期総会（国試懇談会）に参加し、意見交換ならびに協議を行った。 

(2) 父兄後援会役員との懇談会を開催し、協議を行うとともに情報交換を図った。 

(3) 大学看護学部同窓会との交流ならびに情報交換を積極的に行った。 

（4）医学部父兄後援会及び看護学部父母会等と時宜、課題等について共同企画をすすめていくこととした。 

 

８ 学生支援、医師国家試験対策事業 

(1) 大学祭への支援活動として、助成金を交付するとともに、大学実行委員(４年生)との交流を図り、また同窓生として

の帰属意識を高めた。 

(2) 国試対策委員（4～６年生）との交流を図り、6 年生国試対策活動への援助を行うとともに、また同窓生としての帰

属意識を高めた。 

(3) 地域枠学生（4年生）との交流を図り、同窓生としての帰属意識を高めた。 

 

９ 他機関同窓会関係事業 

(1) 私立医科大学同窓会連絡会「全国会」、「西部会」へ出席し、他大学同窓会の動向把握とともに「愛橘会」の事業推

進に反映させた。 

(2) 愛知県私立大学同窓会連合会へ参加し、県内の大学各同窓会との意見交換を行い「愛橘会」の事業推進に反映させ

た。 

(3) 同県内の藤田保健衛生大学医学部同窓会「藤医会」との協議及び懇親会を開催し、両同窓会会員相互の情報交換を

積極的に推進した。 

 

10 会議関係 

(1)平成 27年度理事・監事会関係 

  ① 第 1回理事・監事会 平成 27年 5月 23日（土） 名古屋国際ホテル 葵・菊の間 

   主な議題 

   ・定時社員総会提出議題の件 

   ・役員候補者の選定の件 

   ・新病院建設寄附の件 

  ② 第 2回理事・監事会 平成 27年 5月 23日（土） 名古屋国際ホテル 葵・菊の間 

主な議題 

   ・理事長選任の件 

   ・副理事長選任の件 

   ・新委員会委員の選任の件 

  ③ 第 3回理事・監事会 平成 27年７月 23日（木） 大学医心館 多目的ホール４ 

主な議題 

・平成 27年選挙に関する問題点の件 

・事業計画の実施及び主要な課題、問題対策の件 

・平成 28年第６回定時社員総会の会場の件 



  ④ 第 4回理事・監事会 平成 27年 12 月５日（土） ヒルトン名古屋 寿の間 

主な議題 

・平成 28年度予算編成方針(案)の件 

・役員選出規程の件 

・新病院建設寄附の件 

・平成 28年定時社員総会の件 

・周年事業準備委員会の設置の件 

  ⑥ 第 5回理事・監事会 平成28年２月 13日（土） 大学医心館 多目的ホール４ 

主な議題 

・平成 27年度予算の件 

・平成 28年度新入生入会案内及び卒業記念品の渡し方の件 

・周年事業準備委員の選任の件 

・会費徴収の在り方の件 

   ・決済ステーションの導入の件 

   ・平成 28年社員総会のスケジュールの件 

   ・愛橘学術賞受賞者の選定の件 

   ・役員選出規程の件 

   ・代議員選出規程の件 

   ・中期国債ファンドの売却の件 

  ⑦ 第 6回理事・監事会 平成 28年３月 19日（土） 大学医心館 多目的ホール４ 

主な議題 

   ・平成 28年度予算の件 

   ・平成 28年度事業計画の件 

   ・ 周年事業等積立預金の件 

   ・ 周年事業準備委員会委員の選出の件 

・ 平成28年定時社員総会の件 

   ・ 役員選挙の告示の件 

     

11 支部会・クラス会振興事業 

 ＜支部会＞  

＜開催日＞ 

6月 6日 (土) 

＜支 部＞ 

京都支部会 

＜開催場所＞ 

清鴨楼 

＜出席者＞ 

小出理事長 

6月 13 日（土）       知多支部会 東京第一ホテル錦 小出理事長 

6月 27 日（土） 

6月 27 日（土） 

７月 ４日(土) 

7 月 11 日（土） 

7月 23 日（木） 

名古屋西支部会 

豊田加茂地区同門会 

北・中・東支部 

岐阜県支部会 

西三河南部支部会 

ホテルサンルートプラザ 

名鉄トヨタホテル 

名古屋東急ホテル 

岐阜みやこホテル 

三河リゾートリンクス 

水谷理事・加藤監事 

藪下副理事長・神取理事 

薮下副理事長・大輪副理事長 

野村理事 

出席者なし 

7月 25 日（土） 関東支部会 新橋東京第一ホテルアネックス 山田理事・加藤監事 



８月１日（土） 兵庫県支部会 神仙閣 奥山理事・野村理事 

8月 22 日（土） 

8月 22 日（土） 

九州支部会 

大阪府人会 

グランドハイアット福岡 

天王寺バリタワー 

出席者なし 

小林理事・加藤監事 

8月 22 日（土） 広島県支部会 広島アンデルセン  小出理事長 

8月 29 日（土） 北名古屋市支部会 名鉄犬山ホテル 小出理事長・野村理事 

10月 17日(土) 

10月 17日(土) 

東三河支部会 

南支部会合同 

ホテルアソシア豊橋 

名古屋東急ホテル 

小出理事長・小林理事 

神取理事・野村理事・ 

高島理事 

                 

10月 24日(土) 

10月 24日(土) 

11 月 7日(土)                      

北陸 3県支部会  

山口支部会  

北海道支部会 

ロスタル 

一柳 

札幌パークホテル               

奥山理事 

小出理事長 

出席者なし 

11 月 7日（土） 

２月27日(土) 

 

３月 19日(土) 

                   

滋賀県支部会  

三重県支部会 

 

新潟支部会 

割烹 銀水 

四日市都ホテル 

 

ホテルオークラ新潟 

大輪副理事長 

小出理事長・野村理事 

奥山理事 

加藤監事・高島理事 

＜クラス会＞    

9 月 ５日（土） 72 会 名古屋マリオットアソシアホテル  

9 月 26 日(土) 82-63 会 名鉄グランドホテル  

10 月 24 日（土）81-62会        名古屋マリオットアソシアホテル 

 

 



資料№３

決 算 報 告 書

【 平成 27 年度 】

自　   平 成２７年　４月　１日

至　   平 成２８年　３月３１日

一般社団法人　愛知医科大学同窓会 (愛橘会) 



(単位　円）

科　　　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ．資産の部

　１．流動資産

　　　　現金 59,127 102,220 △ 43,093

　　　　普通預金 72,566,771 85,040,151 △ 12,473,380

　　　　　流動資産合計 72,625,898 85,142,371 △ 12,516,473

　２．固定資産

　　（１）その他固定資産

　　　　記念事業積立基金 18,751,119 0 18,751,119

　　　　その他固定資産計 18,751,119 0 18,751,119

　　　　　固定資産合計 18,751,119 0 18,751,119

　資　産　合　計 91,377,017 85,142,371 6,234,646

Ⅱ．負債の部

　１．流動負債

　　　　預り金 17,817 0 17,817

　　　　　流動負債合計 17,817 0 17,817

　負　債　合　計 17,817 0 17,817

Ⅲ．正味財産の部

　１.一般正味財産 91,359,200 85,142,371 6,216,829

　　　　　正味財産合計 91,359,200 85,142,371 6,216,829

           負債及び正味財産合計 91,377,017 85,142,371 6,234,646

貸 　借 　対　 照　 表

 平成２８年３月３１日現在



　　　（単位：円）

増　減

Ⅰ．一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　　（１）経常収益
　　　　①受取会費
　　　　　　受取会費 26,328,000 18,526,000 7,802,000

　　　　②寄附金収益
　　　　　　寄付金 1,474,277 0 1,474,277

　　　　③雑収益
　　　　　　受取利息他 93,487 73,770 19,717

　　　　経　常　収　益　計 27,895,764 18,599,770 9,295,994

　　　（２）経常費用
　　　　①事　業　費
　　　　　　助成金 3,508,021 3,549,186 △ 41,165

　　　　　　会議費 2,956,380 1,033,124 1,923,256

　　　　　　旅費 1,171,602 991,889 179,713

　　　　　　通信費 1,996,917 1,801,728 195,189

　　　　　　印刷費 1,486,101 1,134,095 352,006

　　　　　　渉外費 288,351 641,064 △ 352,713

　　　　　　寄附金 4,000,000 0 4,000,000

　　　　　事　業　費　計 15,407,372 9,151,086 6,256,286

　　　　②管　理　費
　　　　　　人件費 3,416,629 10,412 3,406,217

　　　　　　報酬・委託料 1,406,985 6,800,979 △ 5,393,994

　　　　　　消耗品費 796,564 684,068 112,496

　　　　　　賃借料 492,539 413,616 78,923

　　　　　　租税公課 71,600 75,850 △ 4,250

　　　　　　雑費 87,246 110,250 △ 23,004

　　　　　管　理　費　計 6,271,563 8,095,175 △ 1,823,612

　　　　　経　常　費　用　計 21,678,935 17,246,261 4,432,674

　　　　　当　期　経　常　増　減　額 6,216,829 1,353,509 4,863,320

　２．経常外増減の部
　　　　（１）経常外収益
　　　　（２）経常外費用
　　　　　当期経常外増減額 0 0 0

　　　　　当期一般正味財産増減額 6,216,829 1,353,509 4,863,320

　　　　　一般正味財産期首残高 85,142,371 83,788,862 1,353,509

　　　　　一般正味財産期末残高 91,359,200 85,142,371 6,216,829

Ⅱ. 正味財産期末残高 91,359,200 85,142,371 6,216,829

正　味　財　産　増　減　計　算　書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

当年度 前年度科　　　　　　　　　目



(単位　円)

科　　　　　目 場所等 物量 使用目的等 金額

Ⅰ資産の部

　１．流動資産

　　現金・預金 72,625,898

　　　現金 59,127

　　　普通預金 瀬戸信用金庫　     本店営業部　本会計 15,013,408

瀬戸信用金庫　     本店営業部　会費口 150,000

東春信用金庫　     名古屋支店 2,123

岡崎信用金庫　     平針支店 100,024

　　　定期預金 東春信用金庫　     名古屋支店 15,052,335

岐阜信用金庫　     香流橋支店 20,000,000

瀬戸信用金庫　　　 本店営業部 10,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行　藤ヶ丘支店 2,248,881

ゆうちょ銀行　　　　　愛知医大病院内 10,000,000

　　　　　　　　　　　　  簡易郵便局

　　　流動資産合計 72,625,898

　２．固定資産 18,751,119

　　（１）その他固定資産

　　　記念事業積立基金 三菱東京ＵＦＪ銀行　藤ヶ丘支店 18,751,119

　　　その他の固定資産合計 18,751,119

　　　固定資産合計 18,751,119

　　　資産合計 91,377,017

Ⅱ負債の部

　１．流動負債

　　預り金 源泉所得税・雇用保険料 17,817

　　　流動負債合計 17,817

　　　負債合計 17,817

　　　正味財産 91,359,200

財　産　目　録

平成２８年３月３１日現在





                  平成２７年度　決算（資金収支計算書）　　

Ⅰ．収入の部 一般社団法人愛知医科大学同窓会

科　　目 平成27年度予算額 平成27年度決算額 決　　算　　説　　明

１ 会費 16,000,000円 26,328,000円 　@150,000×85名新入生

２ 雑収入 93,487円

銀行利息 43,487円 銀行利息

その他 50,000円 定時社員総会時、大学（理事長）祝儀

３ 寄附金 1,474,277円 周年事業寄附(クラス会)

４ 広告協賛金 0円

収 入 合 計 16,000,000円 27,895,764円 

Ⅱ．支出の部

科　　目 平成27年度予算額 平成27年度決算額 決　　算　　説　　明

１ 印刷費 1,046,480円 1,486,101円

会報 840,480円 679,104円 定期刊行（52号・53号、各5,000部）

その他 206,000円 806,997円 定期総会資料印刷・名刺

２ 助成金 5,367,350円 3,508,021円

クラス会 500,000円 　　　　　　　　　　　　　　　　　クラス会  １回目１０万円　２回目以降 ５万円　開催回数５回まで

支部会 1,000,000円 800,000円 10万円/1支部会(開催回数５回まで）

医大祭 1,500,000円 1,000,000円 第42回医大祭・三者(学生、父兄会、同窓会)合同企画

学術振興 1,100,000円 1,058,021円 研究・出張助成（愛橘学術賞30万円・文鎮）（愛橘医学奨励賞5万円）

学会開催助成 500,000円 200,000円 第25回日本健康医学会総会(福澤)

学生支援 767,350円 450,000円 学生クラブ・同好会への支援・６年生「月間KOKUTAI」年間購読料３冊分

３ 通信費 1,838,000円 1,996,917円

発送費 1,220,000円 752,243円 定期総会関係・会報52号、会報53号

切手他 618,000円 1,244,674円
後納郵便料・NTT,NTTifax,ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ,Faxｻｰﾋﾞｽ使用料・切手・葉書・各種郵送料（支部
会、ｸﾗｽ会案内・資料送付等）

４ 渉外費 453,200円 288,351円

慶弔費 206,000円 18,370円

卒業時記念品 円 186,570円 ペンライト･同窓会長賞（ボールペン）  @1,000×110名、30,000

入学時記念品 円 0円

その他 247,200円 83,411円 謝礼（定期総会来賓・大学関係者・解剖慰霊祭献花等）

５ 委託費 1,333,900円 1,406,985円

法務委託費 100,000円 199,221円 わとう法務合同事務所

会計監査委託費 133,900円 16,200円 東桜税理士法人

業務委託費 1,100,000円 1,191,564円 ホームページリニュアル，派遣職員２名(３月分)

６ 税金 100,000円 71,600円 法人市県民税

７ 消耗品費 515,000円 666,964円

封筒・コピー用紙 206,000円 149,580円 封筒・コピー用紙・葉書用紙等

事務用品 51,500円 288,276円 文具等

コンピューター関係 103,000円 123,120円 プリンタートナー・カラーインク

その他 154,500円 105,988円 事務諸経費等

８ 備品費 360,500円 129,600円

コンピューター関係 円 129,600円 プリンタートの買換え

その他 360,500円 円                                                                                       予算(看板)

９ 会議費 1,545,000円 2,956,380円 社員総会・理事監事会・委員会・支部会・懇談会・全国会・西部会・県私大連、

10 旅費 1,236,000円 1,171,602円 社員総会・理事監事会・委員会・支部会・懇談会・全国会・西部会・県私大連、

11 雑費（振込手数料他） 100,000円 87,246円 振込み手数料・残高証明書発行手数料

12 人件費（パート代） 3,000,000円 3,416,629円 職員給与(ﾊﾟｰﾄ含)･交通費･労働保険料含

13 リース料 433,124円 492,539円

パソコン・プリンター使用料 314,000円 278,460円

コピー機使用料 119,124円 214,079円

14 会費徴収事業

15 名簿管理費 2,700,000円 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算　(名簿データベース化（150
万）)

16 予備費 500,000円 円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算(社員総会関連予備費)

17 記念事業積立基金 1,000,000円 18,751,119円 周年事業寄附を基金として積み立てる

18 寄付金 0円 4,000,000円 新病院建設寄附

支　出　合　計　　 21,528,554円 40,430,054円

前年度繰越金 85,142,371円 85,142,371円

次月繰越金 79,613,817円 72,608,081円




