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2017（平成 29）年度 渾沌会 通常総会 
（九州大学芸術工学部・九州芸術工科大学 同窓会） 

 

 

 

（議 事） 

第１号議案 2016（平成 28）年度事業報告及び決算報告 

第２号議案 2017（平成 29）年度事業計画案及び予算案 

第３号議案 役員改選の件 

 

 

 

 

 

 

2017 年 10 月 28 日（土）	
 

於 九州大学大橋キャンパス３号館 322 号教室 
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第１号議案 

2016（平成 28）年度事業報告及び決算報告 

2016(平成 28)年度 事業報告 

本 部 

1. 芸術工学 50 周年記念事業の準備への支援・協力 

2. 2016（平成 28）年度 通常総会・懇親会の開催［2016.11.12］ 

3. 2016 年度芸術工学座談会「シゴト道」企画（学生有志）・実施［2016.11.26, 
2016.12.17］ 

4. 九州大学同窓会連合会への出席 ［2016.10.14, 2017.03.08］ 

5. 会費未納者への督促準備 

6. 同窓会報「リメンバー」第 20 号の発行［2017.3.20］（会員へは Web 掲載 ） 

7. 渾沌会ホームページと渾沌会公式 Facebook ページの定期更新 

8. 役員会の開催（5 回） 

9. その他、卒業生と在校生の交流活動 

 

関東支部 

１．2016 年度 第９回定期総会（：支部規約の改正及び 25 期新役員の選出）＋懇親

会（：新社会人歓迎会「芸工クイズ大会」）の開催 [2016.10.01]副支部長の新

設、若杉支部長他新役員選出、総会参加者合計：73 名 

２．九大東京同窓会 Summer Festa への参加 [2016.08.27] 関東支部より 2名参加 

３．渾沌会関西支部 平成 28 年度定期総会出席 [2016.10.22] 関東支部より 2名参加 

４．渾沌会本部「通常総会」出席 [2016.11.12] 関東支部より 2名参加 

５．渾沌会関西支部 お花見懇親会＆新社会人歓迎会出席 [2017.04.01]  

  関東支部より 2名参加 

６．2017 年度 新社会人歓迎会に向けた準備 

７．役員会の定期開催（７回） 

８．時代に適した同窓会活動のコミュニケーション手法の検討 

 

関西支部 

1． 関西支部総会の開催［2016.10.22］ 

2． 本部「定期総会」への参加（関西支部より 2 名参加）［2016.11.22］ 

3． 「お花見懇親会」、「新卒者歓迎会」の開催［2017. 04.01 ］参加：34 名 

4． 若手懇親会の開催 

5． 役員会の開催（2 回） 

6． 関西支部 WEB サイトの運営・管理 
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【参考】  
 

関東支部 2016（平成 28）年度 決算報告 

期間：2016年 8月 1日〜2017年 7月 31日 

【収入の部】    【支出の部】   

収入項目  金額  備考  支出項目 金額 備考 

本部より活動費 ¥460,000 本部より振込 \513,168  本部出張費 ¥120,000 2 名（新旧支部長） 

    前年度繰越金 \- 53,168  関西支部出張費 ¥80,000 
2 名（支部長、事務局

長） 

懇親会会費収入 ¥365,000 一般    @6,000×52 人  総会 ¥585,686 

5,6,9-15, サラト発送

代, 懇親会クイズ作成

費他 

    若手 3 年目  @4,000×6 人  WEB サイト関連費 ¥120,000  

    3000 円で参加@3,000×1 人  役員会開催費 ¥2,900 3,16 

    新社会人  @2,000×13 人  支部事務関連費 ¥36,793 
2,4, 19, 20, 振込手

数料 

    招待 1 名     

貯金利子 ¥12    次年度繰越金 ¥-120,367  

合  計  ¥825,012     合  計 ¥825,012    

 
 

 

関西支部 2016（平成 28）年度 決算報告 

期間：2016年 8月 1日〜2017年 7月 30日 

収入 金額 支出   金額 

本部助成費(28 年度分) 250,000  10 月 関西支部総会 150,000  

前年度繰越金 32,006  11 月 本部総会参加費 90,000  

花見会費（参加者徴収） 17,000  11 月 Web 運営費 50,000  

関西支部総会会費 100,000  ３月 役員会 18,000  

    ４月 花見開催費 37,662  

    7 月 役員会 30,000  

    7 月 若手懇親会 20,000  

          

      次年度繰越金 3,344  

収入合計 399,006    支出合計 399,006 
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【参考】 
 
 

2016（平成 28）年度 渾沌会総会・懇親会 収支報告 
                     （2016.11.12 開催） 

 
 
 
 収入の部   

  費目  金額  備考 

1 参加費収入  288,500  
4,500 円 × 60 名 （ 一 般 ） 
3,500 円 × 5 名 （ 若 手 ） 
1,000 円×1名（学生） 

2 開催補助  3,000  本部活動費より 

3 その他  -    

  (No.1～3の合計)  291,500    

4 繰越金  3,133    

  合計  294,633    

    

 支出の部   

  費目  金額  備考 

1 会場費  280,000    

2 記念品  10,240  津田さんへのプレゼント 

3 雑費  3,888  パーティ準備費用 

  (No.1～3の合計)  294,128    

4 繰越金  505    

  合計  294,633    

 
以上 
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第 2号議案  

2017（平成 29）年度事業計画案及び予算案 

2017（平成 29）年度事業計画（案） 

本 部 

1. 芸術工学 50 周年記念事業の準備への支援・協力（継続） 

（2018.06.01-02 開催予定の懇親会等の企画、実施を含む） 

2. 2017（平成 29）年度 通常総会・懇親会の開催［2017.10.28］ 

3. 2017 年度芸術工学座談会「シゴト道」企画（学生有志）・実施 

4. 九州大学同窓会連合会への出席  ［2017.10.20, 2018.03（予定）］ 

5. 会費未納者への督促 

6. 渾沌会ホームページと渾沌会公式 Facebook ページの定期更新 

7. 同窓会報「リメンバー」第 21 号の企画・編集・発行［2018.03（予定）］ 

8. 役員会の開催 

9. その他、卒業生と在校生の交流活動 

 

関東支部 

1. 2017 年度 新社会人歓迎会・東京学園祭の開催 [2017.10.08] 

2. 九大東京同窓会 Summer Festa への参加 [2017.08.26] 

3. 渾沌会本部「通常総会」出席 [2017.10.28] 

4. 渾沌会関西支部「お花見懇親会＆新社会人歓迎会」出席 

5. 継続的な新社会人懇親会・東京学園祭開催に向けた準備・実施 

6. 時代に適した同窓会活動のコミュニケーション手法の検討 

7. 役員会の定期開催 

 

関西支部 

1．「お花見懇親会＆新卒者歓迎会」の開催を定例会として企画。 

2．役員を含めた関西支部運営のための人材確保および幅広い年齢層の OB・OG の行

事参加や交流を促すため、BBQ 懇親会を定例行事として開催。 

3．渾沌会本部「通常総会」出席 [2017.10.28] 

4．関西支部 Web サイトの維持管理と活用。 

5．会員と同窓会活動に対する意見交換を行う。 
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2017（平成 29）年度 渾沌会予算（案） 
      

    自：2017（平成 29）年 8月 1日 
    至：2018（平成 30）年 7月 31日 
収入の部     

    本年度予算 前年度実績 差額 備考 
    (A) (B) (A - B)   

1 会費 2,300,000  2,340,000  (40,000)   
2 預金口座利息 10  10  0    
3 雑収入 10,000  5,000  5,000  名簿売上 

  (No.1～3の合計） 2,310,010  2,345,010  (35,000)   
4 前年度繰越金 8,896,837  7,985,982  910,855    

  合計 ¥11,206,847 ¥10,330,992 875,855    
      

支出の部     

    本年度予算 前年度実績 差額 備考 
    (C) (D) (C - D)   

1 会報制作・印刷費 300,000  302,900  (2,900) 会報21号 
2 2017シゴト道事業費 300,000  194,813  105,187  講演者旅費・謝金，懇親

会補助等           

3 通信費 250,000  27,593  222,407  総会案内メール送信代，
振込手数料，督促状送付
費等 

         

          

4 人件費 50,000  8,000  42,000  事務アルバイト代 
5 役員交通費 150,000  87,850  62,150  関東支部大会等への出張

旅費，役員交通費           

6 雑費 50,000  0  50,000  文具等 
7 活動費 1,250,000  788,548  461,452    

  ※内訳         

   本部活動費 500,000  25,380  474,620  芸工50周年事業費を含む 
   関東支部活動費 500,000  513,168  (13,168)   
   関西支部活動費 250,000  250,000  0    
            

8 芸工 50周年企画協賛金 500,000  — 500,000  5学科に配分 

9 Web管理運営費 50,000  24,451  25,549  ドメイン使用料，レンタ
ルサーバ代等           

10 予備費 1,000,000  0  1,000,000    
  (No.1～10の合計） 3,900,000  1,434,155  2,465,845    
12 次年度繰越金 7,306,847  8,896,837  (1,589,990)   

  合計 ¥11,206,847 ¥10,330,992 875,855    
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【参考】 
 関東支部 2017（平成 29）年度 予算計画案  

期間：2017(H29)年 8月 1日〜2018(H30)年 7月 31日 
 【収入の部】    【支出の部】   
    金額  備考  支出項目 金額 備考 

 本部より活動費 ¥295,900 本部より振込 \416,267 
前年度繰越金 \-120,367 

 本部出張費 ¥60,000 合同役員会および定期総会
出席（1名） 

     
  

 新社会人懇親会 ¥230,000 講演会開催費, 販売ブース
準備代、消耗品 

 
懇親会商品券（コ
ントン通貨）販売
収入 

¥283,000 
参加者 177 名（内スタッ
フ 28 名）内、芸工大／九
大生：140 名 

 WEB サイト関連費 ¥120,000 前年度と同規模 

       役員会開催費 ¥15,000 会議室利用料 

  懇親会時オーク
ション売り上げ ￥26,100 10 品売り上げ  支部事務関連費 ¥45,000 慶弔費、消耗品購入、通信

費、交通費など 

     50 周年記念事業へ
の寄付 ¥135,000 

商品券販売収入とオークシ
ョン売り上げから懇親会実
費(販売ブース準備代、消
耗品)を引いた額 

 合  計 ¥ 605,00
0    合  計 ¥ 605,00

0   

        
 

 

	
【参考】 
 

 関西支部 2017（平成 29）年度 予算計画案  

期間：2017(H29)年 8月 1日〜2018(H30)年 7月 31日 
 

収入 金額 支出   金額 

本部助成費（29 年度分） 250,000  11 月 本部総会参加費 90,000  

前年度繰越金 3,344  11 月 Ｗｅｂ運営費 50,000  

花見会費（参加者徴収） 20,000  ３月 役員会 20,000  

ＢＢＱ会費（参加者徴収） 10,000  ４月 花見開催費 35,000  

    ７月 ＢＢＱ 30,000  

    ７月 役員会 30,000  

    ７月 若手懇親会 20,000  

          

      次年度繰越金 8,344  

収入合計 283,344    支出合計 283,344 
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第３号議案  

役員改選の件 

渾沌会規約第8条、第9条および第10条にもとづき、以下の次期役員を提案する。 

    ＜次期役員候補者（案）＞ 

役員 氏名 学科・期 

会長 鮎川 透 環境 3期 

副会長 
椿 博之 工業 10 期 

伊藤 寛 環境 20 期 

支部長 
若杉 浩一 工業 15 期 

中山 肇 画像 25 期 

理事 

緒方 富士雄 工業 10 期 

藤田 豪太郎 工業 12 期 

安達 昌人 画像 23 期 

河本 敬嗣 環境 25 期 

村上 浩治 工業 28 期 

山田 貴史 画像 29 期 

笠井 優 芸情 8期 

監事 
広川 大八 環境 6期 

高祖 智明 画像 10 期 

事務局長 河原 一彦 音響 16 期 

事務局理事 

都甲 康至 環境 8期 

尾本 章 音響 16 期 

藤 智亮 工業 20 期 

朝廣 和夫 環境 22 期 

松隈 浩之 画像 23 期 

山内 勝也（会計） 音響 27 期 

秋田 直繁 工業 32 期 

森本 有紀 芸情 4期 

 

    ＜50 周年記念事業特任幹事（案）＞ 

役員 氏名 学科・期 

幹事長 鮎川 透 環境 3期 

幹事 
清水 清美 環境 21 期 

大西 敏恵 環境 24 期 

相談役 
広川 大八 環境 6期 

高祖 智明 画像 10 期 

幹事長補佐 斉藤 昌平 環境 29 期 

 


