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駒澤大学教育後援会 

福岡県支部 

 

教育後援会は、会員が活動の主体を担う学外支援組織として、 

会員と大学との交流から教育環境の整備まで会員および会員 

子弟への還元を念頭に置いた様々な事業活動を行っています。 

 

福岡県支部は、全国に５カ所設置されている支部の１つとして、 

本部との連携を図りながら、会員相互の交流・情報交換などを 

目的に運営しています。 

 

福岡県支部 在校生数 

1年 ３７名      3 年 ４０名 

2年 ４０名      4 年 ５１名 

合計 １６８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２０２０年度福岡県支部総会のご報告 

 

本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため支部総会を開催せず、「駒澤大学教

育後援会福岡支部会則第８条第２項」に基づき、支部役員会の議決内容を支部総会の議

決とさせて頂いております。駒澤大学教育後援会ホームページにて支部活動のご報告（支

部総会資料掲示）をさせて頂いておりますので御確認の上、御了承のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

支部長挨拶 
  

本年度教育後援会福岡県支部長を拝命いたしました菅晶子と申します。 

皆さまには、日頃より後援会活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

 また、新入生の保護者の皆さまには、ご子息・ご息女のご入学を心よりお喜び申し

上げますとともに後援会の会員となられましたことを心より歓迎申し上げます。 

残念ながら本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大勢が集まる

催しの自粛により後援会事業も先行き不透明な状況でございます。 

また、学生たちもコロナ禍に巻き込まれ、生活の困窮、リモートでの受講、就活も

ウｴブ面接等々、今までにない経験を強いられています。 

保護者の皆さまにおきましても離れて暮らすご子息・ご息女を心配し、不安な日々を

お過ごしかと存じます。 

後援会として微力ながらも大学とのパイプ役としてご支援できればと活動して参り

ます。 

最後に、今後とも何卒ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



 

新役員紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育後援会福岡県支部 行事予定表 

 

支部活動参加・ご協力のお願い  

福岡支部役員会では総会、懇親会、一大イベントである２月のクロスカントリーの準備活動を

しています。子どもが同じ大学に通う親同士だから話せる場がここにあり、仕事をしながら皆で

空き時間を調整しあって楽しく役員会（年に６,７回、１回２～３時間ほど）開いています。 

お子様の大学での様子を共有できる機会でもあります。是非、多くの皆さまにもこの活動にご

参加いただければと思います。 

懇親会やイベントへのご参加を心よりお待ちいたしております。 

                                 福岡支部長 菅 晶子 

2020 年 

10月または11 

月頃予定 

 

福岡県支部懇親会 福岡県支部の保護者で集まる会合です。 

関東へ子どもを巣立たせた親同士、懇親を深め、情報交換

の場になっています。同じ環境での出会いを大切に、お気

軽にご参加ください。 

2021 年 

2月2７日(土) 

予定 

第 104 回日本陸上競

技選手権大会クロ

スカントリー競走 

世界クロスカントリー選手権日本代表選考会も兼ねて開催

されている、国際的に評価が高いクロスカントリー大会で

す。毎年、福岡市東区の『海の中道海浜公園』で行われて

います。 

例年、駒澤大学陸上競技部の選手や卒業生も参加します。 

箱根駅伝を沸かせた選手達が、福岡にやってくるまたとな

い機会です。福岡県支部の保護者で選手たちを応援しまし

ょう。 

当日、懇親会も予定しておりますので、詳細が決まりまし

たら１月中旬以降に改めてご案内をお送りいたします。 

支部長         菅  晶子     経２ 

副支部長        本田 祐子     経４ 

理事          牧  正文     経２ 

理事          下川 智子     法２ 

監事          山口 恵子     法４ 

顧問・会計       江口 雅子     GMS4 



月　　日 事　　業 事　業　計　画

4月20日 役員会 本部監査の報告、支部総会について

5月11日 本部定期総会 駒澤大学中央講堂

スプリング・フェスティバル 駒澤大学記念講堂

5月19日 役員会 支部総会について

5月25日 支部総会 平成30年度事業・決算報告

2019年度事業計画・予算案審議

教育懇談会 オリエンタルホテル福岡

講演会 経営学部　兼村教授による講演会

6月2日 役員会 新旧役員引き継ぎ,会報第１４号作成・発行

7月20日 支部懇親会 福岡市内にて

11月30日
駒澤大学教育後援会
60周年記念式典・祝賀会

駒澤大学深沢キャンパス

12月15日 役員会 懇親会反省会、クロカン打ち合わせ

1月11日 新年賀詞交歓会 ホテルニューオータニ東京

2月2日 役員会 クロスカントリー大会案内葉書発送、次年度打合

2月22日 役員会 クロスカントリー打合せ

クロスカントリー応援 海の中道海浜公園

懇親会 福岡市内にて

3月1日 役員会 クロスカントリー大会の反省、会計監査の準備

3月4日 全国支部監査 支部監査最終確認後本部会計監査のため送付  

2019 年 度 事 業 報 告 書

役員会に関しての詳細は，議事録･報告書にて保管



（自2019年４月１日～至2020年３月31日）

（単位/円）

（単位/円）

2019年度収支報告書

収 入 項  目 19年度予算額 決算額（B) 差異（B-A) 適　　要　　

繰越金 5,004 5,004 0

本部助成金 344,000 344,000 0 本部より助成金

クロカン応援・懇親会として

事業参加費 40,000 50,700 10,700

預金利子 1 0 △ 1 銀行利息

支 出 項  目 予算額 決算額（B) 差異（A-B)

助成金 200,000 207,000 7,000

適　　要

会議費 90,000 57,344 32,656 役員会等諸経費

合計 589,005 606,704 17,699

写真費 3,000 360 2,640

通信費 80,000 72,522 7,478 会報送付，葉書，切手

印刷費 60,000 59,281 719 資料，会報印刷

消耗品費 5,000 1,715 3,285 事務用品，消耗品

交通費 40,000 69,410 △ 29,410 役員会、30周年式典出席等交通費

雑費 1,000 440 560

事業費 300,000 188,192 111,808 総会，交流会，クロカン応援

予備費 10,005 0 10,005

本部へ余剰返済金 0 147,450 △ 147,450

繰越金 0 9,990 △ 9,990

上記の通りご報告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒澤大学教育後援会福岡県支部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支 部 長　江口　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副支部長　山口　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計担当　本田　祐子

合計 589,005 606,704 △ 17,699

差引収支 0 円



月 事　　業 事　業　計　画

4月 役員会 本部監査報告（SNSなどのツールにて）

５月 本部定期総会 駒澤大学中央講堂（5月11日）中止

スプリングフェステイバル 駒澤大学記念講堂（5月11日）中止

役員会 次年度について（SNSなどのツールにて）

6月 教育懇談会 ホテルクリオコート博多

支部総会 駒澤大学教育後援会ホームページにて議決内容掲載(注1)

役員会 新旧役員引き継ぎ

7月 会報誌15号発行 会報第15号発行　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上にて掲載

10月又は11月 （仮）支部懇親会 （仮）博多駅周辺予定

12月 役員会 クロスカントリーなどについて打ち合わせ

1月 賀詞交歓会 2021年１月23日（土）

役員会 クロスカントリー・準備等について

2月 クロスカントリー応援・懇親会 海の中道海浜公園　２０２１年２月27日（土）予定

3月 役員会 支部監査報告・総会について

全国支部監査 本部にて会計監査

(注1)

2020 年 度 事 業 計 画 書

本年度は新型コロナウイルス拡大感染の影響をうけ支部総会が実施できず、支部役員
会の議決内容を支部総会の議決に代えさせていただき、ﾎｰﾑページ上において支部総
会ご報告の場とさせていただきます。（「駒澤大学教育後援会福岡県支部会則第8条第2
項」参照）

＊上記記載事項につきましては今後の状況などにより変更が生じる可能性があります。



（自２０２０年４月１日～至２０２１年３月３１日）

（単位/円）

（単位/円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合計 575,490 606,704 △ 31,214

本部へ余剰金返金 0 147,450 △ 147,450 決算額は返還金

繰越金 0 9,990 △ 9,990 決算額は繰越金合計

事業費 300,000 188,192 111,808 総会,懇親会,クロカン応援,本部交流代

予備費 1,490 0 1,490

交通費 40,000 69,410 △ 29,410 役員会出席等交通費

雑費 3,000 440 2,560 本部への振込手数料

印刷費 70,000 59,281 10,719 資料，会報印刷

消耗品費 4,000 1,715 2,285 事務用品，消耗品

写真費 2,000 360 1,640 総会、クロカン集合写真

通信費 80,000 72,522 7,478 会報送付，葉書，切手

適　　要

会議費 75,000 57,344 17,656 役員会等諸経費

合計 575,490 606,704 △ 31,214

支 出 項  目 当年度予算額 前年度決算額 差　異

助成金 207,000 207,000 0

本部助成金 336,000 344,000 △ 8,000 本部より助成金

クロカン応援、賀詞交換景品補助

事業参加費 22,500 50,700 △ 28,200 1,500円×15名（11月・2月）

雑収入 0 0 0 銀行利息

2020年度収支予算書

収 入 項  目 当年度予算額 前年度決算額 差　異 適　　要

繰越金 9,990 5,004 4,986


