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令和２年７月１０日（金）於：北とぴあ東武サロン天覧の間  
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日 月 日

5 ◎第１回稲門祭実行委員会 2 ◎第２回稲門祭実行委員会

16 ◎東京都２３区支部総会 20 ◎稲門祭参加・ホームカミングデー

5 ○春季ゴルフ会「高麗川ＣＣ」　１２名参加

26 ○第１０回　Ｙ・Ｙ　ワイン会 5,6 ○北区民まつり（慶応、明治、立教、学習院、法政と共同出店）

 　早大漫研による似顔絵描き（応募150名過去最高実績）

8 ○秋季ゴルフ会「清澄ＣＣ」　

28 ○第２８回北稲門会定期講演会＜参加者６０名＞　　

○他区稲門会との交流      講師：相楽豊氏（早稲田大学競走部駅伝監督）

18     中野稲門会総会参加

25     板橋稲門会総会参加 ○他区稲門会との交流

11 　　新宿稲門会総会参加

1 ○囲碁部会・第19回オール早稲田囲碁祭参加 10 ◎東京２３区支部/三多摩支部合同　会長会

7 ○第１回北稲門会役員会

○他区稲門会との交流

14   　千代田稲門会総会参加

15 　  文京稲門会総会参加 8 ◎早稲田大学・商議員会

○近隣大学ＯＢ会との交流 5 ○第３回北稲門会役員会＆忘年会

22 　　北区三田会総会参加

　

6 ◎早稲田大学・商議員会 21 ◎東京都２３区支部幹事会・新年会

9 ○第２６回北稲門会総会懇親会＜参加者＞65名 26 ○囲碁部会・令和元年下期「北・豊島」第28回対抗戦

9 ○令和元年北稲門会会報発行

28 ○囲碁部会・令和元年上期「北・豊島」第27回対抗戦 ○近隣大学ＯＢ会との交流

11     明治大学北地域支部新年会参加

○他区稲門会との交流 25 　　北立教会新年会

7 　　練馬稲門会総会参加

7 ○北稲門会新年会＜北トピア＞　＜参加者＞３０名

28 ◎校友会　全国幹事長・事務局長会議 9 ◎全国幹事長・事務局長会議（コロナ発生の為中止）

々 ◎校友会　秋季代議員会議 々 ◎校友会　春季代議員会議（コロナ発生の為中止）

5 ○第２回北稲門会役員会 17 ◎東京２３区支部大会　＜北稲門会参加者＞１１名

4 　　　　　　　　　　　　　　　　（コロナ発生の為中止）
15 ○第４回北稲門会役員会（コロナ発生により中止）

8 ○囲碁部会・第1９回稲穂会囲碁会

囲碁部会：月例会開催（北区滝野川西区民センター）：毎月第２・４土曜日
カラオケ部会：月例会開催（赤羽駅前・ビックエコー）：毎月第３木曜日

　　　　　令和元年度北稲門会事業報告　○北稲門会事業　◎校友会活動
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早稲田大学校友会２３区支部幹事会：毎月第３火曜日（水野副幹事長出席）
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他定例部会：役員事業推進会議：年４回以上実施

○第１３回　北・遊歩の会／　１０名参加
味の素トレーニングセンター見学会



収入の部 支出の部

前年度繰越金 450,725 総会費 339,475

校友会組織強化補助費収入 114,000 講演会費 283,246

母校支援・若手交流補助費 200,000 役員会費 98,507

年会費収入（９５名） 348,000 会報発行費 145,000

総会費収入 257,000 新年会費 157,633

新年会費収入 169,000 校友会・東京都２３区支部会費 121,801

講演会費収入 276,000 早稲田ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ倶楽部寄付金 50,000

会報広告料掲載収入 100,000 近隣団体交流費（他稲門会総会出席等） 124,100

雑収入　（祝儀） 107,000 通信費 71,806

　　　　　（北区まつり・似顔絵かき） 131,700 事務費 65,091

　　　　　（役員会費他） 14,100 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持費 117,260

　　　　　（預金利息） 1 雑費（北区まつり参加費・似顔絵書き 109,659

　　　（事務局・越野・なとり） 19,116

　　　（その他） 4,897

　　　（振込料他） 33,924

次年度繰越金 426,011

合　　計 2,167,526 合　　計 2,167,526

上記のとおり報告します。
　　　　　平成  30年　　　３　月　３１日

　　　　　　　会計幹事　　  百武　秀男

　　　　　　　会計幹事　　　横田美代子

会計監査報告書

　2019年度会計報告について、会計帳簿その他を監査した結果
　いずれも適正に処理され誤りないことを認めます。

　　　　　平成  30年　　　５　月　21日

　　　　　　　会計監査　　　大塚　浩二

　　　　　　　会計監査　　　和田　宗春

2019年4月1日～2020年3月31日

　２０１９年度会計報告書

北稲門会



 

令和２年度北稲門会 事業計画及び校友会活動計画（案） 
 

１．総会 令和２年７月１０日(金) 第２７回総会 

コロナウイルスの関係で開催不可 今年は６月書面決議 

２．講演会 開催日及び講師 未定 場所：北とぴあ東武サロン 

３，新年会 令和３年２月 北とぴあ東武サロン（１６Ｆ） 

４、同好会（部会活動） 

ゴルフ 部会：現在休会中、グルメ 部会：２月、９月開催  

囲碁 部会：月例会開催（第２，４土曜日）滝野川西公民館 

第 20 回オール早稲田囲碁祭６月、第 20 回稲穂会囲碁会９月末 

北・豊島囲碁第 29,30 回対抗戦７月、１月 

北・遊歩の会：年数回開催、カラオケ部会：毎月開催（第３木曜日） 

広報部会：会報の発行（総会時）、ＨＰの充実 

５、大学及び校友会本部、東京都２３区支部への協力 

商議員会、代議員会、東京都２３区支部定例幹事会・全国幹事長・事務局長会議、 

２３区支部／ﾌﾞﾛｯｸ会長会議、稲門祭、ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ（10 月 18 日）、早稲田祭参加  

＊以上の行事は、コロナウイルスの関係で、12月末まで校友会活動中止となった

ことにより、今年は開催を中止する。 

２３区支部大会／令和３年３月１４日（日）ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 講演：未定 

６、北区民まつり参加 １０月３，４日（土、日）（慶応、明治、立教、学習院、法政  

と合同開催） 

７、新入会員の増強：部会・講演会の案内を通し、在住北区校友会員へＰＲ実施 

 

これまでに北稲門会講演会に御出席いただいた講師の方々 

   小山宙丸先生 （第１３代総長）「哲学論」 平成 7年 7月総会からスタート 

西川潤先生 （政治経済学部）          永田勝也先生 （理工学部） 

松田修一先生 （生産研）            間宏先生 （文学部）  

兼近輝雄先生 （政治経済学部）        川村淳夫先生 （アジア太平洋） 

森田 実先生 （政治評論家）           岩村充先生 （アジア太平洋） 

小林英夫先生  (アジア太平洋)          西田善夫先生 （元ＮＨＫ） 

石井 浩先生 （渋沢資料館副館長）    北川正恭先生 （公共経営大学院）  

飯野公一先生 （国際教養学部）      広岡達朗先生 （野球評論家） 

瀬古利彦先生 （日本陸上競技連盟理事） 佐沢利和先生 （日本記者クラブ会員） 

荒和雄先生 （経済評論家）            松瀬学先生 （ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝﾗｲﾀｰ） 

大石久和先生（早稲田大学大学院教授） 井口民樹先生（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家） 

    島崎元志先生（中国での日本語教師）  猪谷千春先生（国際実業家・五輪メダリスト） 

  27.10.19金美齢先生（台湾出身の評論家）「日本人のほこり」 

    28.10.25佐々涼子先生（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家）「人知れず、社会を支える人たちの肖像を描いて」 

  29.10.31鵜飼信一先生（早大商学院教授）「きらりと光る町工場が、地域を元気にする」 

  30.10.25 小宮山悟先生(早大野球部監督)「野球を通して学んだ事と早大野球への提言」 

  令和元年.10.28 相楽豊先生（早大競走部駅伝監督）「早大競争部強化への取組」 



前年度繰越金 426,011 総会費 0

校友会組織強化補助費収入 113,000 講演会費 300,000

母校支援・若手交流補助費収入 200,000 役員会費 50,000

年会費　（１20名）、賛助会費（幹事） 380,000 新年会費 180,000

総会費収入 0 会報発行費 150,000

講演会費収入 300,000 ＷＡＳＥＤＡサポータズクラブ団体会費 50,000

新年会費収入 200,000 校友会・東京都２３区支部会費 100,000

広告掲載料収入 100,000 近隣団体交流費（他稲門会総会出席等） 100,000

雑収入　（北区民まつり収入） 80,000 通信費 90,000

　　　　　（役員会食事代負担） 15,000 事務費 50,000

ホームページ維持費 115,128

北区民まつり・似顔絵書き費用 60,000

雑費（振込み手数料他） 60,000

次期繰越金 508,883

合計 1,814,011 合計 1,814,011

収  入  の  部 支  出  の  部

北稲門会

2020年度予算

2020年４月１日～2021年３月３１日


