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（１）2019年度事業報告

1．平成 31 年度名古屋支部総会

日時 2019 年 6 月 22 日（土）

場所 名古屋工業大学 2 号館１階 0211 教室

参加 総会７０名、講演会７１名、懇親会５８名（招待者８名を含む）

参加費 無料

併催行事 講演会 4 号館 1 階大ホール（名工大全学公開講座との共催）

講師：青木 睦 氏

名古屋工業大学大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 准教授

1999 年 電気情報工学専攻（後期課程）修了

講演題目：「再生可能エネルギー大量導入時代の電力システム」

講師：服部 佳史 氏

株式会社日建設計，2007 年電気電子工学科卒業

講演題目：「建築物における最新の省エネルギー技術」

懇親会 大学会館 会費 2,000 円

2．見学研修会

日時 2019 年 10 月 5 日（土）

場所 養命酒工場（記念館見学），早太郎温泉，花の里いいじま・信州里の菓工房，など

参加 ７８名（うち，子ども１名）

参加費 6,000 円（子供半額）

3．2020 年東海地区新年互礼会

日時 2020 年 1 月 11 日（土）

場所 名古屋工業大学大学会館

参加者 147 名（一般参加者 120 名，招待者 27 名（学生を含む））

参加費 4,000 円

4．春の懇親会（新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止）

日時 2020 年 3 月 28 日（土）

名工大主催音楽コンサート終了後，出演者（一部）を交えた名古屋支部懇親会

場所 名古屋工業大学 カフェサラ（予定）

参加費 無料

5．幹事会など

総幹事会 2019 年 4 月 17 日（水） 18:30 会場：2 号館１階 0211 教室

幹事会 第 1 回 2019 年 8 月 8 日（木） 18:30 会場：16 号館 2 階 205 室

第 2 回 2019 年 11 月 13 日（水） 18:30 会場：大学会館 3 階

第 3 回 2020 年 1 月 29 日（水） 18:30 会場：大学会館 3 階

6．その他

工大祭への協賛（協賛金 50,000 円）

年賀広告（24,000 円）
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（２）

2019年度（2019.4.19～2020.4.16）名古屋支部会計報告書
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＜参考資料＞

収入 金額(円) 備考

参加費 116,000 懇親会　58名分×\2,000

ご祝儀 30,000 名古屋工業会

支部支援金 96,000 48名×\2,000

収入合計 242,000

支出 金額(円) 備考

懇親会代 403,966 大学生協，アトラクション代，講演料

支出合計 403,966

＜参考資料＞

収入 金額(円) 備考

参加費 471,000 参加費(大人78名×\6,000＋子供1名×\3,000)

支部支援金 90,000 名古屋工業会　45名×\2,000

収入合計 561,000

支出 金額(円) 備考

バス，昼食など 1,011,814 名鉄観光バス

振り込み手数料 9,564 郵便局等振込手数料，払込用紙印字サービス代

キャンセル返金 6,519 1名，現金書留手数料

印刷代 3,600 参加券

支出合計 1,031,497

＜参考資料＞

収入 金額(円) 備考

参加費 480,000 参加費120名×\4,000

ご祝儀 70,000 名古屋工業会

支部支援金 236,000 名古屋工業会　118名×\2,000

収入合計 786,000

支出 金額(円) 備考

食事代 594,555 名工大生協

交通費 39,000 来賓交通費

福引景品 63,436 名工大生協

盛花，看板代 156,950 名工大生協

支出合計 853,941

2019年度名古屋支部総会（2019.6.22)会計報告書（案）

収支差額 \161,966は名古屋支部より補填

2019年度名古屋支部見学研修会（2019.10.5)会計報告書（案）

収支差額 \470,497は名古屋支部より補填

2019年度新年互礼会（2020.1.11)会計報告書（案）

収支差額 \67,941は名古屋支部より補填
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（３）2020年度名古屋工業会名古屋支部事業計画

1．2020年度名古屋支部総会（中止）

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度（2020年度）は中止

2．見学研修会（中止）

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度（2020年度）は中止

3．2021年東海地区新年互礼会

 日時 2021年 1月 9日（土）

 場所 名古屋工業大学大学会館

 参加費 3,000円（予定）

4．春の懇親会

 日時 2021年 3月の土曜日（未定）

 場所 未定

 参加費 無料（予定）

5．幹事会等

 全幹事会  2020年 4月 15日（水） 書面審議

 幹事会 第 1回 2020年 9月 30日（水） 書面審議

     第 2回 2020年 12月 9日（水）  書面審議

      第 3回 2021年 2月 3日（水） 18:30 会場：大学会館 3階（予定）

6．その他

 工大祭への協賛（協賛金 50,000円）

 年賀広告（24,000円）
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（４）2020年度予算計画

2020年度（2020.4.17～2021.3.31)名古屋支部事業予算

収入 金額(円） 備考

前期繰越金 5,227,311

支部交付金 1,798,000

新年互礼会 630,000 参加費(120名参加見込，参加費 \3,000
本部支援金 \200,000，ご祝儀 \70,000)

利息 37 銀行，郵便局

収入合計 7,655,348

支出 金額(円） 備考

新年互礼会 1,000,000 食事代，交通費，舞台設営費等

春の懇親会 100,000 音楽コンサート後の懇親会、
￥2,000×50名分の飲食費

連絡幹事会等の会合 100,000 弁当代等

工大祭協賛金 50,000

年賀広告料 24,000 1月号「ごきそ」掲載

消耗品費，雑費 10,000 文具代，資料作成代等

予備費
(事務アルバイト費など)

200,000

次期繰越金 6,171,348

支出合計 7,655,348
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2020 年 6 月 30 日

臨時幹事会（書面審議） 審議事項と審議結果

「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」のための名古屋工業大学基金への寄付について

 新型コロナウイルス感染症対策のため制約の下での支部活動となりましたが，幹事の皆様にはご尽

力をいただきありがとうございます．

 今回，臨時の幹事会（書面審議）を開催し，「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」への寄付を補

正予算としてご審議いただきたいと存じます．

名古屋工業大学では，新型コロナ禍により，家計急変やアルバイトなどの収入が激減して，家賃の

支払い・生計の維持に困っている留学生を含む大学院生の皆さんへの生活支援金を創設しました．
https://www.nitech.ac.jp/news/press/2020/8334.html

名古屋支部では，支部総会，支部幹事会において当初から繰越金の使途についてご意見をいただ

いておりました．今年度は，新型コロナ禍によって，支部総会／講演会／懇親会および見学研修会の

中止を余儀なくされ，それによって（昨年度実績で）約 60 万円の繰り越し増が見込まれます．この額を

上記支援金として名古屋工業大学基金への寄付を支出することを提案するものです．

以上のことから，名古屋支部幹事会に下記の審議事項をお諮りいたします．

審議事項
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への名古屋工業大学教育研究緊急支援金」とし

て， 60 万円を名古屋工業大学基金へ寄付する．

審議結果
総回答数：36件（事務局である仁科、横山、川村、浜口を除く）

  すべて承認の回答

この結果を受けまして、2020年 6月 17日に、名古屋工業大学教育研究支援緊急支援金と

して、60万円を寄附させていただきました。


