
 
 

桜美林大学大学院老年学研究科同窓会 

2020 年度総会 次第 

 
日時：2020 年 6 月 28 日（日） 

16 時 50 分～17 時 20 分 
場所：Zoom 

 
 
 

1. 開会 

2. あいさつ  

3. 議長選出  

4. 議事 

（１）第 1 号議案 2019 年度活動報告（資料 1） 

        会長 柴 喜崇 

（２）第 2 号議案 2019 年度会計報告（資料 2） 

会計 佐藤美由紀 

（３）第 3 号議案 2020 年度活動方針（資料 3） 

        会長 柴 喜崇 

（４）第 4 号議案 2020 年度予算案  （資料 4） 

会計 佐藤美由紀 

5. その他 

6. 閉会 



資料１(1/2) 

2019 年度 活動報告 

下記、継続事業および新規事業を実施した。 

記 

【継続事業】 

１）同窓会名簿の管理

２）桜美林大学大学院 老年学研究科 同窓会 WEB PAGE の管理運営(別紙 1 参照)

３）オープンゼミナールの開催（3 回）

１．講座(2019/07/07) 

演題： 高齢者の嚥下の機能向上をめざした呼気筋トレーニング 

講師： 伊藤 直子 

所  属：大東文化大学・スポーツ・健康科学部・看護学科 

２．講座 

演題： 企業退職高齢者が地域で活躍できる組織づくりを考える 

講師： 柳沢 志津子 

所属： 徳島大学大学院・医歯薬学研究部・口腔保健福祉学分野 

３．大学院説明会 

■大学院の説明・■個別相談

参加人数： 20 名 

１．講座(2019/10/06) 

演題： 華齢・好齢・朗齢の実践 

講師： 遠田恵子（えんだ・けいこ） 

所属： フリーアナウンサー、桜美林大学老年学総合研究所連携研究員 

２．講座 

演題： 外国人介護人材の養成 

講師： 御園一成（みその・かずなり） 

所属： カンボジア学校法人 KAIGO 日本語学院理事長・学院長，桜美林大学老年学総合

研究所連携研究員 

３．大学院説明会 
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■大学院の説明・■個別相談

参加人数： 68 名 

１．講座(2019/12/08) 

演題： 居住系施設における代理意思決定支援を考える 

講師： 牧野 公美子 先生 

所属： 浜松医科大学医学部附属病院 臨床研究センター，桜美林大学老年学総合研究

所 連携研究員 

２．講座 

演題： 人生を支える医療のカタチ ～在宅医療の現場から～ 

講師： 荒井 康之 先生 

所属： 生きいき診療所・ゆうき 院長 

３．大学院説明会 

■大学院の説明・■個別相談

参加人数： 46 名 

４）研修会（収益事業）の開催(2019/12/14)

午前 演題：研修企画講座 

午後 演題：記録研修  

講師： 神 智淳（老年学同窓会 副会長） 

参加人数： 一般参加者 午前 16 名，午後 15 名 

５）桜美林大学老年学研究科同窓会総会&イベントの開催【OnLine 開催】

(2020/6/28) 

６） 役員会  5 回開催

 桜美林大学大学院(四ッ谷キャンパス) 5 月 18 日(土)： 9 名出席 

 桜美林大学大学院(四ッ谷キャンパス)  8 月 19 日(月)： 10 名出席 

 桜美林大学(新宿キャンパス) 10 月 6 日(日)： 8 名出席 

 桜美林大学(新宿キャンパス) 12 月 8 日(金)： 6 名出席 

 OnLine 会議 3 月 26 日(木)： 6 名出席 



活動報告 別紙 1 

（以上） 



資料2

2020年3月31日現在

2019年度予算 2019年度決算 備考

Ⅰ.収入の部

　１．会費 90,000 129,000 生涯会費3千円、43人（新規入会33人、未納者入金10人）

　２．講演会・研修会等参加費 340,000 117,000
研修会参加費20人（会員4千円×5人、5千円×4人、7千円×11
人）

　３．その他 30,000 333,204
寄付115,000円、書籍販売193,200円（2800円×69冊）、
交流会立替返金25,000円、利子4円

当期収入合計 460,000 579,204

前期繰越金 355,207 355,207

当期収入合計＋前期繰越金（A） 815,207 934,411

Ⅱ．支出の部

　１．総会費 10,000 5,190 事務用品等3,800円、菓子1,390円

　２．報償費

　３．旅費

　４．消耗品費 20,000 0

　５．食糧費

　６．印刷製本費

　７．通信運搬費 10,000 0

　８．広告料

　９．委託料 290,000 97,000
・ホームページ制作・管理5万円（25万円の5年分割払い）
・研修会委託費47千円（印刷費4千円・通信費3千円・広告費4万
円等）

１０．手数料 1,100 振込手数料（220円×1回、440円×2回）

１１．予備費 30,000 176,924
退任教員記念品10,000円
販売書籍購入166,924円（2240円×69冊＋税12,364円）

支出合計（B) 360,000 280,214

Ⅲ．次年度繰越金（A)－（B) 455,207 654,197

2019年度　会計報告
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2020 年度 活動方針 

 

 

下記、継続事業を実施する予定である。 

 

記 

【継続事業】 

１） 同窓会名簿の管理 

２） 桜美林大学大学院 老年学研究科 同窓会 Web Page の管理・運営 

３） オープンゼミナールの開催 1 回開催  対象者：同窓生・一般 

４） 研修会(収益事業) 1 回開催 対象者：同窓会・一般 

５） 桜美林大学老年学研究科同窓会総会&イベント&懇親会の開催 1 回開催 

対象：同窓生、一般(総会除く) 

６） 役員会 5 回開催（OnLine 会議含） 
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2019年度予算 2020年度予算 備考

Ⅰ.収入の部

　１．会費 90,000 60,000 生涯会費3千円、入会見込み14人、未納者入金6人

　２．講演会・研修会等参加費 340,000 340,000 研修会参加費（会員千円×15人、非会員5千円×65人）

　３．その他 30,000 30,000 寄付等

当期収入合計 460,000 430,000

前期繰越金 355,207 654,197

当期収入合計＋前期繰越金（A） 815,207 1,084,197

Ⅱ．支出の部

　１．総会費 38,000 38,000 HPでの動画配信に係る費用

　２．報償費

　３．旅費

　４．消耗品費 20,000 10,000 事務用品、研修会消耗品

　５．食糧費

　６．印刷製本費

　７．通信運搬費 10,000 5,000

　８．広告料

　９．委託料 290,000 290,000
・ホームページ制作・管理5万円（25万円の5年分割払い）
・研修会委託費24万円（講師謝金5万円・広告料16万円等）

１０．予備費 30,000 30,000

支出合計（B) 388,000 373,000

Ⅲ．次年度繰越金（A)－（B) 427,207 711,197

2020年度予算案
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