
令和２年 有恒会定期総会
有恒会創立１３０周年記念式典

令和２年１１月３日（火・祝）
於 学術情報総合センター

10階会議室



現在、流れておりますBGMは
学生歌です。



◆ 定期総会：13:50～14:50

◆ 記念式典：15:00～15:30

2020/11/24



議 案
議案第１号 会則一部改正承認の件

議案第２号 令和元年度活動報告承認の件

議案第３号 令和元年度決算報告承認の件

－監査報告ー

議案第４号 令和２年度活動計画承認の件

議案第５号 令和２年度正味財産増減計算書予算

案承認の件

議案第６号 役員任期満了につき改選の件

議案第７号 相談役・顧問改選の件

(以下は総会報告事項)

議案第８号 役員・評議員選考会委員一部改選の件



議案第１号

会則一部改正承認の件



議案第２号

令和２年度活動報告承認の件
１．総務部会関係

２．会員部会関係

３．財務部会関係

４．広報部会関係



１．総務部会関係
令和元年評議員会・定期総会（６/８)



鼎談「２０２５大阪・関西万博を語る」
荒川哲男大阪市立大学学長
中野亮一大阪商工会議所理事
松永桂子本学商学部准教授



懇 親 会



大阪市立大学同窓会関連
五代友厚イベント（2019.11.3)



２．会員部会関係 各支部総会風景
(左上 南大阪、神戸 左下 宝塚、東北)



ホームカミングデー
(全学同窓会総会受付)



ホームカミングデー
（全学同窓会定期総会１１/３)



ホームカミングデー講演：講師・西澤 良記氏
(公立大学法人大阪 理事長）



全学懇親ウエルカムパーティー



「第１４回ふたば祭 ４/１８－２０」
特別プログラム ＯＢ・学長対談(４/１９)



新支部支援
(長崎、熊本、北河内、湘南、横浜、埼玉、千葉)



秋のワンデートリップ(１１/１６)
（近代大阪を支えた近江商人の故郷を訪ねて）



就職支援OBOG交流会
公務員(７/6)教員（８/10)民間(１１/３０)



女子学生夢応援事業
シスターフッドプログラム(12/15)



ビジネス交流会ｉｎ大阪(7/2７・１/２5)



開高健関西悠々会への取り組み

○「悠々忌」献花の集い
日時：１２/９
場所：近鉄北田辺駅

開高健文学碑前
○総会・講演会・懇親会
日時：１２/１４
会場：文化交流センターホール

○「読書会」開催
月1回開催、

○「悠々通信」発行



議案第２号

令和元年度活動報告承認の件
３．財務部会関係

４．広報部会関係



４．広報部会関係
(有恒会ニューズレター、同窓会会報「有恒」)



議案第３号 貸借対照表
令和２年３月３１日現在 （単位：千円）

科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ 資産の部
１流動資産
流動資産計

２固定資産
固定資産計
資産合計

Ⅱ 負債の部
１流動負債
流動負債計
負債合計

Ⅲ 正味財産の部
１指定正味財産
２一般正味財産
（うち基本金）
（うち当期正味財産増加額）

負債及び正味財産合計

98,796

25,205

91,113

25,307

7,682

▲102

124,001 116,421 7,580

53,071 50,322 2,749
53,071 50,322 2,749

0 0 0

70,930 66,099 4,830
25,000
4,830

25,000
4,376

0
454

124,001 116,421 7,580

※千円未満切捨て表記



平成31年4月1日から令和2年3月31日まで （単位：千円）

科 目 予算額a 決算額b 差異b-a 前年実績 差異

Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部
経常収益計
経常費用計
当期経常増減額

２経常外増減の部
当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

24,916
24,783

133

24,942
20,112
4,830

25
▲4,670

4,696

25,344
20,968
4,376

▲402
▲1,455

454

0 0 0 0

133 4,830 4,696 4,376 454

66,099 66,099 0 61,723 4,376

66,233 70,930 4,6966 66,099 4,830

0 0 0 0 0

66,233 70,930 4,6966 66,099 4,830

※千円未満切捨て表記

議案第３号 正味財産増減計算書



議 案
議案第１号 会則一部改正承認の件

議案第２号 令和元年度活動報告承認の件

議案第３号 令和元年度決算報告承認の件

－監査報告ー

議案第４号 令和２年度活動計画承認の件

議案第５号 令和２年度正味財産増減計算書予算

案承認の件

議案第６号 役員任期満了につき改選の件

議案第７号 相談役・顧問改選の件

(以下は総会報告事項)

議案第８号 役員・評議員選考会委員一部改選の件



議案第４号 令和２年度活動計画案

１)総務部会(牧野部会長)

２)会員部会(宮川部会長)

３)財務部会(小林部会長)

４)広報部会(小林部会長)



議案第５号 令和２年度正味財産増減計算書予算案

令和2年４月１日から令和3年3月31日まで （単位：千円）

科 目 予算額 前年度実績額 増 減

Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部
経常収益計
経常費用計
当期経常増減額

２経常外増減の部
当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高

31,526
36,380
▲4,853

24,942
20,112
4,830

6,584
15,667
▲9,083

0 0 0

▲4,853 4,830 ▲9,083

70,930 66,099 4,830

0 0 0

66,076 70,930 ▲4,853

※千円未満切捨て表記



議 案
議案第１号 会則一部改正承認の件

議案第２号 令和元年度活動報告承認の件

議案第３号 令和元年度決算報告承認の件

－監査報告ー

議案第４号 令和２年度活動計画承認の件

議案第５号 令和２年度正味財産増減計算書予算

案承認の件

議案第６号 役員任期満了につき改選の件

議案第７号 相談役・顧問改選の件

(以下は総会報告事項)

議案第８号 役員・評議員選考会委員一部改選の件



令和2・3年度 新任役員、顧問、新任選考
委員のご紹介【敬称略】

副 会 長 藤野正純,木滑和生
米田昭子

監 事 喜多繁幸
顧 問 塚本喜左衛門
選考委員 北村吉文,亀梨祐司

中村祐子



議 案
議案第１号 会則一部改正承認の件

議案第２号 令和元年度活動報告承認の件

議案第３号 令和元年度決算報告承認の件

－監査報告ー

議案第４号 令和２年度活動計画承認の件

議案第５号 令和２年度正味財産増減計算書予算

案承認の件

議案第６号 役員任期満了につき改選の件

議案第７号 相談役・顧問改選の件

(以下は総会報告事項)

議案第８号 役員・評議員選考会委員一部改選の件



感謝状贈呈



感
謝
状
写
真



議 案
議案第１号 会則一部改正承認の件

議案第２号 令和元年度活動報告承認の件

議案第３号 令和元年度決算報告承認の件

－監査報告ー

議案第４号 令和２年度活動計画承認の件

議案第５号 令和２年度正味財産増減計算書予算

案承認の件

議案第６号 役員任期満了につき改選の件

議案第７号 相談役・顧問改選の件

(以下は総会報告事項)

議案第８号 役員・評議員選考会委員一部改選の件



“新”有恒会への移行に向けて
令和4年度の新大学発足に向け、現行の組織体
制等の見直しを図り、“新”有恒会への移行を
目指して、令和3年度を移行期間と位置付ける
。

１.“新”有恒会の今後のあり方と課題

①今後のあり方
◇同窓生の懇親・交流拡大
◇大学・学生支援のための場づくり
◇人的資源を活かした有恒会ならではの支援
◇ウイズコロナ時代に向けて
・懇親・交流は地域単位、少人数基本
・運営面でのオンライン化促進



“新”有恒会への移行に向けて

②重点課題
◇幅広い年代層にまたがる会員の増強

◇地域に根付いた支部活動の定着
◇財政面の立て直し、収支改善

２.組織、運営体制面での見直し
体制のスリム化、効率的運営により体質の強化をは

かるため、以下項目を令和3年度方針に示し、施策に
反映する。
１）評議員制度の廃止
２）運営本部の廃止
３）役員体制のスリム化



令和２年 有恒会定期総会

令和２年１１月３日（火・祝）
於 学術情報総合センター

10階会議室


