
各議案に関する説明 
 
第 1 号議案：2019-2020 年度（第 20 期全期）機巣会活動報告 
2019 年度報告は、今回再度、会員皆様のご承認を得る為、昨年と同じものを再掲しております。2020 年度の活

動は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、岐阜高専における授業自体も遠隔授業となる中で、在学生の留学

および機械工学科公開講座の開催が出来ない中、資格試験補助のみを実施しました。メルマガは計画どおり 4 回

の発行が実施できコロナ禍の中での Web 活用の有効性を実感しました。若鮎会活動においては、中核人材育成塾

は中止、公開講座は岐阜高専内部で学生対象に実施され、OB には Zoom で中継という形式となりました。その

ような中、橋浦名誉教授が瑞宝小綬章を受章されたことが明るい話題であり、機巣会からは、勲記勲章額を贈呈

いたしました。 
 
第 2 号議案：2019-2020 年度（第 20 期全期）機巣会収支決算報告 
2019 年度収支決算報告も、今回再度、会員皆様のご承認を得るため、昨年と同じものを再掲しております。2020
年度予算の執行は、第 1 号議案で申し上げた通り、同窓会補助については支出無し、留学補助は 20 期前期の処

理が繰り越されたもの（2019 年度未払い分）を除き、20 年度後期における新規の支出は無となっております。

そのような中、長年メンテナンスがされていなかった機巣会ホームページのリニューアルを計画外ですが臨時役

員会の承認を得て行いました。 
 
第 3 号議案：2021 年度（第 21 期前期）機巣会活動計画（案） 
新型コロナウイルス感染防止のためのワクチン接種も始まったことから、2021 年度は、一亥も早く通常の活動に

戻れることを期待して、今までの活動を継承する形での活動計画となっています。特に 2021 年は機巣会設立 40
周年ですので、記念イベントを開催し、今後の機巣会活動にはずみをつけるものとしたいと考えます。但し、新

型コロナ感染拡大防止の観点から、開催時期については流動的です。 

 
第 4 号議案：2021 年度（第 21 期前期）予算（案） 
総会費用は、40 周年記念行事を含めて、昨年度予算に対して増額しております。役員会費については、Zoom シ

ステムの利用推進などで費用削減が可能と考え減額しております。同窓会補助、高専祭補助、留学支援、機械設

計技術者試験等支援は昨年度同額とします。学生に対する支援（留学、資格取得）は定着してきたと評価でき、

これにより現役学生のみなさんが機巣会に親しみをもってくれてきていると思います。メールマガジン及びホー

ムページ費用については、コロナ禍の中、今後の有効な活用を見込んで増額しています。予備費につきましては、

2020 年度（20 期後期）で橋浦名誉教授の叙勲、加藤先生の退職により予算をオーバーいたしましたが昨年度と

同じとしています。 
 
第 5 号議案：役員改選 
機巣会役員の若返りを図るため、飯沼理事（7 期）に会長をお願いすることとし、若鮎会 50 周年記念式典以前か

ら、会長を務めて参りました会長中野（４期）は退任し会計監査を務めます。また、会計監査をお願いしていま

した岩井理事（2 期）は顧問として引き続き助言をいただくことになり、機巣会設立当初から、中核となってお

骨折りいただいた井坂理事および副会長および機関紙編集委員兼ホームページ編集委員として活躍していただい

た犬飼副会長はご本人の希望で退任されます。また、編集員については、伊藤理事が現在海外赴任中ですので、

海外特派員という、位置づけて機関紙編集委員兼ホームページ編集委員からは外れます。 

 
本年も、Web による定期総会です。総会のフローは、機巣メールマガジン Vol.20 でご案内した手順で進めます

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

 
機巣会会長 中野廣幸 



2021年度機巣会定期総会のフロー 
機巣会会長 
中野廣幸 

 
今回の総会は 2019～2020 年度の事業報告、予算執行の状況報告、2021～2022 年度の事業計画案、予算
案および 2021～2022 年度の役員改選の審議をしていただきます。役員会において議案書を作成し、4 月 
27 日にホームページにて公開して、会員の皆様のご意見・ご質問をいただきます。（ご意見・ご質問の記
入には事前に連絡しましたパスワードが必要です。）その後、皆様からい たいたご意見・ご質問に対し回
答を作成、改めてホームページにてその内容を公開します（5 月 24 日～）。 必要であれば議案書の修正
を行い、最終的に承認という手順で 2021 年度機巣会定期総会を運営してまいりますのでよろしくお願い
いたします。 

 
以下がWeb定期総会のフローです 

① 議案書の作成（役員会にて） 

 
 
② 議案書の公開（2021年 4月 27日~5月 9日）、機巣会ホームページにて 
＜内容＞ 
2019～2020年度の事業報告、予算執行の状況の報告 
2021～2022年度の事業計画案、予算案 
2021～2022年度の役員改選 
その他 

 
 

③ 議案書についてのご意見・ご要望の受付（2021年 4月 27日~5月 9日） 
機巣会ホームページにて 

 
 

④ 議案書についてのご意見・ご要望に対する回答の作成（5月 10日～23日、役員会にて） 

 
 
⑤ 議案書についてのご意見・ご要望に対する回答の公開、質問・異議の受付（5月 24日～30日）機
巣会ホームページにて 

 
 
⑥ 議案書の修正（5月 31日～6月 6日、役員会にて） 

 
 

⑦ 修正議案書の公開（6月 7日～6月 13日）承認（6月 14日）機巣会ホームページにて 

 



2021年度 機巣会総会 議案書 
 

１． 時 期   2021 年 5 月 

２． 総会運営  コロナウイルスによる自粛要請にともない、ホームページを活用した 

         Web 総会とする 

 

３． 議 事     

第１号議案  2019-2020 年度（第 20 期全期）機巣会活動報告 

 
第２号議案  2019-2020 年度（第 20 期全期）機巣会収支決算報告 

2019 年度（第 20 期前期）会計監査報告 
       2020 年度（第 20 期後期）会計監査報告 

 
第３号議案  2021 年度（第 21 期前期）機巣会活動計画（案） 

 
第４号議案  2021 年度（第 21 期前期）予算（案）    

 
       第５号議案  役員改選 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

＜会長挨拶にかえて＞ 

 
  いまだにコロナが落ち着く気配が見えませんが、皆様におかれましてはご清祥のこととお

慶び申し上げます。昨年 3 月 13 日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づ

く緊急事態宣言により、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限が要請され、

機巣会会員が集う通常の形での総会が開催できなくなりました。しかしながら、機巣会はみ

なさまからお預かりしている貴重な資金を、卒業生のため、岐阜高専あるいは在校生のため

に、活用する使命があり、同時にその活動を皆様に報告する義務があります。そこで急遽

Web を使用する方法で、みなさまのご承認を得ることを画策いたしましたが、議案書のホ

ームページ掲載連絡、Web 総会出席者数および議決の確認方法など不十分な点が多く、総

会と位置付けることは出来ないと判断しました。そこで次期総会において再度承認を求める

ものとしました。 
したがって今回の定時総会は、活動報告、収支報告は 2019 年度、2020 年度の 2 年間のも

のとなっております。昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本年も Web
上の開催となりますが、昨年度の準備不足を反省し、ホームページの機能を充実し、セキュ

リティを強化したうえでの開催となります。 
2020 年度においては、残念ながら新型コロナウイルス拡大防止の観点から、十分な活動が

できておりません。その中で、昨年 11 月には橋浦名誉教授が、瑞宝小綬章を受賞されると

いう嬉しいことがありましたし、メールマガジンも予定どおりの 4 回の発行ができました。

このようなリスク環境の中での Web の有効性を強く感じる次第です。 
新型コロナウイルス感染症に関しては、ようやくワクチンの接種もはじまり、長いトンネル

の出口の明かりが見えた状態ではないでしょうか。これ以上の流行は下火になると信じ、本

年 2021 年秋口には機巣会創立 40 周年記念イベントを企画しています。このイベントを、

新型コロナウイルス拡大防止のために停滞しておりました機巣会活動の再開の起爆剤にし

たいと考えます。 
なお、議案の承認手順につきましては次のページの Web 総会フローを参照ください。また、

議案書を補完する議案書説明文を作成しましたので、ご活用ください。 
 

機巣会会長 

中野 廣幸 



第1号議案

2019年度
1．機巣会活動

①総会
日時：2019年5月11日（土）15：30～
場所：ダイニング バラティエ  (岐阜県岐阜市長住町 3-4 )
内容：
１．活動報告、前年度決算報告承認
２．2019年度活動計画、予算の承認
３．会則の改定について
４．役員改選

②役員会
日時：2019年4月6日（土）15:00～17：30
場所：コアコーポレーション事務所
内容：
１．活動報告、前年度決算報告
２．2019年度活動計画、予算の確認
３．会則の改定について
４．次期役員について
５．総会の運営について

日時：2020年1月25日（土）15:00～17:30
場所：喫茶オールラウンド
内容：
１．2020年機巣会総会について
２．次期若鮎会の役員について
３．機巣会事業の進捗について
４．機巣会役員と学年幹事の兼任について
５．次期役員会について

③機巣会メールマガジン
2019年4月25日 Vol.13春号発行
2019年8月4日 Vol.14 夏号発行
2019年11月20日 Vol.15 秋号発行
2020年2月28日 Vol.16 冬号発行

④在学生に対する支援活動
留学支援
資格取得支援

⑤クラス同窓会補助
クラス同窓会開催に対する補助（3件：7期、15期、18期）

２．若鮎会における活動
＜若鮎会役員＞
副会長　１名　（中野）
理事　１名（桑原）
会計監査　１名　（岩井）
事務局　１名（石丸）

①若鮎会役員会　
日時：　2019年4月21日（日）12：40～13:10
場所：　岐阜高専福利厚生施設伊吹１Fレセプションホール
議事：　2018年度　活動報告・決算報告
　　　　2019年度　活動計画（案）・収支予算（案）　

2019-2020年度機巣会活動報告



②若鮎会総会　
日時：　2019年4月21日（日）10：00～11:30
場所：　岐阜高専福利厚生施設伊吹１Fレセプションホール
議事：　会則の変更について
　　　　若鮎奨学基金寄付の増額と早期寄付について

③公開講座
2019年7月27日（土）
「橋」を見守る 人・ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾄﾞﾛｰﾝ 羽田野英明氏（環境都市工学科）

2019年10月12日（土）
パラスポーツを支える車いす 山田賀久氏（ 機械工学科）
→台風19号接近により延期

2020年3月14日（土）
海外から見て分かる日本のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の課題 高嶋孝明氏（電気情報工学科）
→コロナウィルスによる集会自粛により延期

④「若鮎の並木」保存会
日時：2020年3月21日（土）10：00～11：00
場所：「若鮎の並木」記念碑前集合　
「若鮎の並木」草引き：全18名参加
連絡担当：三口・岩井

⑤算数・数学甲子園
会場:岐阜高専
日時：2019年12月21日(土) 7:30～11:20
内容：屋外での送迎車誘導
連絡窓口：青木
会場：岐阜高専
日時：2019年7月20日(土) 14:00～16:00
　　　2019年8月24日(土)  14:00～16:00
　　　2019年9月28日(土)  14:00～16:00
　　　2019年10月19日(土) 7:30～11:20
内容：中学生向けの講座の講師

⑥若鮎会連携事業室
＜岐阜高専産学官連携アドバイザー＞
中居 仁司　
橋浦 正史.
河村 隆雄　
桑原 喜代和　
三口 榮一　
岩井 静克　
中野 廣幸　
廣瀬 満浩

３．岐阜高専に対する協力
①岐阜高専地域連携協力会

・総会
日時：2019年12月6日（金）15：00～　
場所：ソフトピアジャパン
議題：１．役員の選出について
  　　２．2019年度活動報告及び決算報告（案）について
  　  ３．2020年度活動計画及び予算（案）について



②大学教育再生加速プログラム（教育ＡＰ）（最終年）
シニアOB組織と連携し、企業技術者一押し学修課題の抽出、アクティブラーニング
事例、学習コンテンツの検討。
＜教育APシニアOB＞
桑原 喜代和　
三口 榮一　
中野 廣幸　
廣瀬 満浩

４．岐阜高専機械工学科に対する補助
①機械工学科公開講座補助

小中学生ロボコン岐阜県予選に対する補助
オープンキャンパス補助

2020年度
1．機巣会活動

①総会
日時：2020年5月
場所：Web総会
内容：
１．活動報告、前年度決算報告承認
２．2020年度活動計画、予算の承認

②役員会
日時：2020/07/04 15：00～16：50
場所：じゅうろくプラザ研修室６
議題：Web総会の総括と今後に向けた検討
内容：
１. 機巣会総会への提言（Web総会の成立・不成立を合わせて）
２. Web総会に関する意見集約
３．その他

日時：2021年1月
1月15～22日：議案書の提示、意見・質問の募集
1月24日～31日：意見・質問に対する回答の提示、異議・ご意見の募集
場所：メールによる
議題：定期総会に向けた検討
内容：
１．HPリニューアルについて
２．2021年機巣会総会について
３．機巣会40周年記念行事について
４．その他

日時：2021年4月12日～26日
場所：メール役員会
議題：定期総会議案書（案）の確認
内容：
１．2019-2020年度活動報告、決算報告
２．2021年度活動計画、予算案
３．役員改選

議案書のホームページ掲載連絡、Web総会出席者数および議決の確認方法など不十分
な点が多く未成立



③機巣会メールマガジン
2020年5月8日 Vol.17春号発行
2020年8月11日 Vol.18夏号発行
2020年11月30日 Vol.19 秋号発行
2021年3月3日 Vol.20 冬号発行

④在学生に対する支援活動
留学支援…新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
資格取得支援…新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑤クラス同窓会補助
新型コロナウイルス感染拡大防止のためクラス同窓会開催は無

２．若鮎会における活動
＜若鮎会役員＞
会長　１名　（中野）
理事　１名（飯沼、犬飼）
事務局長　１名（石丸）

①若鮎会役員会　
日時：　2020年6月3日～30日
場所：　メール会議
議事：　2019年度　事業報告
　　　　2019年度　収支決算 
　　　　第23期役員改選
        2020度事業計画
        2020度収支予算

②若鮎会公開講座
日時：2020年12月21日（月）15時より
場所：岐阜高専図書館1F、クリエイティブコモンズ
岐阜高専1年生が会場で聴講し、Zoomにて外部に公開。
テーマ：　今なぜ高専を含む高等教育は国際化を推進するのか
講師：高嶋孝明氏（電気情報工学科卒）
      豊橋技術科学大学教授、スーパーグローバル大学推進室長　
※コロナウィルス感染拡大防止のため、校内で学生対象に実施
  OBにはZoomにより中継。

③「若鮎の並木」保存会
日時：2021年3月27日（土）10：00～11：00
場所：「若鮎の並木」記念碑前集合　天候：晴　
全24名参加　（M科参加者、井坂、三口、岩井、長谷川、青木、中野、犬飼）
「若鮎の並木」草引き

④算数・数学甲子園
コロナウィルス感染拡大防止のため、中止

⑤若鮎会連携事業室
人材育成セミナー（中核人材育成塾）
コロナウィルス感染拡大防止のため、活動休止

３．岐阜高専に対する協力
①岐阜高専地域連携協力会

・総会
日時：2021年2月26日（金）
場所：書面決議
議題：１．役員の選出について
  　　２．2020年度活動報告及び決算報告について
  　  ３．2021年度活動計画及び予算について



４．岐阜高専機械工学科に対する補助
コロナウィルス感染拡大防止のため、活動休止

５．橋浦名誉教授叙勲お祝い
瑞宝小綬章の叙勲受章を祝して、2020年12月25日（金）に勲記勲章額を贈呈。



2019 年度（第 20 期前期）機巣会収支決算報告 

収入の部 

項目 金額 

郵便局利子 131 

31 年度会費 242,000 

大垣共立定期利息 35 

大垣共立普通利息 2 

総会会費 50,000 

合計 292,168 

 

支出の部 

項目 金額 

総会費（5/11） 129,600 

役員会会議費(1/25) 37,800 

メルマガのシステムサービス料(1/21) 26,400 

メルマガのサーバー・ドメイン料(1/21) 14,608 

オープンキャンパス機械工学展示補助 842 

学校公開講座（広報活動）補助（8/4） 17,108 

学校公開講座（広報活動）補助（10/20） 6,490 

同窓会補助（7 期）（7/24） 11,000 

同窓会補助（11 期）（7/24） 19,000 

同窓会補助（18 期）（9/2） 22,000 

事務費 3,714 

2018 年度未払い分(機械設計技術者試験) 86,000 

2018 年度未払い分(留学) 180,000 

合計 554,562 

292,168 円（収入）－ 554,562 円（支出）＝－262,394 円 
(赤字分は繰越金より補填) 

※2019 年未払い分→2020 年度予算にて支払い（計 343,000 円） 

 ・機械設計技術者試験 100,000 円 ・技術士一次試験奨励金未受け取り者 3,000 円 

 ・留学補助      200,000 円 ・メールマガジン編集補助金 40,000 円 

 

上記の通り、収支報告いたします。 

令和２年４月２３日 

        機巣会会計  石丸 和博 

 

監査（Review）の結果、相違ありませんでした。 

令和２年５月１０日 

        機巣会会計監査  森 清高 

第 2号議案 





2020 年度（第 20 期後期）機巣会収支決算報告                                                         

収入 

項目 金額 備考 

郵便局利子 43 3/10/1 

2 年度会費 370,000 37 人分 

31（元）年度会費 10,000 1 人分@ 

大垣共立定期利子 35  

大垣共立普通利子 2  

 380,080  

 

支出 

項目 金額 備考 

役員会会議費(7/4)) 4,800  

メルマガのシステムサービス料(1/28)* 26,400 アイコミュニケーション 

Web サイトランニング費用(3/4)* 124,300 ネクステージ 

橋浦先生叙勲祝い（叙勲額） 50,600  

メルマガ取材費（2019 年度分） 2,541  

メルマガ編集補助金(2019 年度分未払い

分＋2020 年度分) 

80,000 40,000×2 

事務費 2,696 振込手数料（3 件）660+880+366

郵便料 460（技術士試験） 

会費振込負担 330(@分) 

2020 年度技術士一次試験補助 39,000 祝 6,000×4+奨 3000×5 

加藤先生退職祝い 5,000 花束代 

2019 年度未払い分(機械設計技術者試験) 100,000 祝 4,000×18+奨 2,000×14 

2019 年度未払い分(留学) 187,500 12,500×1+25,000×7 

合計 622,837  

 

380,080 円（収入）－ 622,837 円（支出）＝－242,757 円  
(赤字分は繰越金より補填) 

 

上記の通り、収支報告いたします。 

 

令和 3 年 3 月 31 日 

        機巣会会計  石丸和博 

 

 

第 2 号議案 



1

Hiroyuki Nakano

差出人: morikyon@clovernet.ne.jp
送信日時: 2021年4月22日木曜日 16:25
宛先: 'Hiroyuki Nakano'
ＣＣ: '岩井 静克'; ishimaru@gifu-nct.ac.jp
件名: RE: 会計監査資料

中野様 

CC）岩井様、石丸様 

 

監査（Review）の結果、相違ありませんでした。 

 

令和 3 年 4 月 22 日 

    機巣会会計監査  森 清高 

 

 

（Review 方法） 

１. 前年度繰越金の前年度決算報告との突合 

２. 支出とエビデンスとの突合 

３. 2020 年度繰越金と貯金通帳等との突合 

 

（補足：昨年の焼き直し） 

米国の CPA（Certified Public Accountant：公認会計士）によると、監査はつぎの２つに大別。 

”Review”：帳簿のチェックのみ 

”Audit” ：Review+現地での聞き取り調査等 

 

日本では、監査といえば、もっぱら”Audit”ですが、今年も、COVID-19 の影響で”Review”しかできません

ので、悪しからずご了承ください。 

 

 

From: Hiroyuki Nakano <nakano-hiro@hi-ho.ne.jp>  
Sent: Wednesday, April 21, 2021 9:00 PM 
To: morikyon@clovernet.ne.jp; 岩井 静克 <samrockwell0774@yahoo.co.jp> 
Subject: FW: 会計監査資料 
 
岩井様、森様 
 
いつもお世話になっております。 
石丸先生からお願いしていると思いますが、 
機巣会の会計監査をよろしくお願いいたします。 
ありがとうございます。 
 
中野 廣幸 

nakano
四角形

nakano
四角形

nakano
四角形



第3号議案

1．機巣会活動
①総会

時期：5月

役員改選

②役員会
総会の前、および随時行う。

③機巣会メールマガジン
年4回の発行を行う。

④在学生に対する支援活動
高専祭助成・学生活動支援
留学支援
資格取得支援

⑤クラス同窓会補助
クラス同窓会開催に対する補助

２．若鮎会における活動
若鮎会活動に対し、役員を選出し、公開講座等各種行事に協力する。
＜参考＞若鮎会公開講座予定
第１回　日時、場所、未定 山田賀久氏（M28）

パラスポーツと用具について

３．岐阜高専に対する協力
岐阜高専が実施する活動に協力する。
①岐阜高専地域連携協力会
その他

４．岐阜高専機械工学科に対する補助
岐阜高専機械工学科が実施する活動に協力する。
①機械工学科公開講座補助

５．機巣会創立40周年大会の実施
①機巣会創立40周年大会（2021年）を実施する。
（新型コロナ感染拡大防止の観点から、開催時期については流動的）

2021年度（第21期前期）機巣会活動計画（案）
2021年度（第21期前期）予算（案）

2021年度（第21期前期）機巣会活動計画（案）

2020年度（第20期後期）会計監査報告

機巣会は会員相互の親睦と向上を図り，岐阜高専機械工学科の発展に資することを目的
として以下の活動を行う。

新型 コロナウィルス感染拡大防止による集会自粛のため、ホームページを活用

2019-2020年度（第20期全期）機巣会活動報告
2019-2020年度（第20期全期）機巣会収支決算報告
2019年度（第20期前期）会計監査報告



第４号議案

機巣会（岐阜工業高等専門学校　機械工学科　同窓会）

第２１期前期　（2021.4.1～2022.3.31）事業計画予算　（案）

収入の部

費　　　　　　目 金　　額 備　　　考
2021年度会費 350,000

支出の部
費　　　　　　目 金　　額 前年比較 備　　　考

会議費 総会費 500,000 +350,000 40年記念行事を含む
役員会費 50,000 -50,000 Web会議を主とする

各種補助 同窓会補助 100,000 前年度同額
高専祭助成（2019,2020年度） 50,000 前年度同額
留学支援 200,000 前年度同額
機械設計技術者試験支援 160,000 前年度同額
機械工学科公開講座費 20,000 前年度同額

広報費 機巣会ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 150,000 +50，000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾒﾝﾃﾅﾝｽ
事務費 10,000 -10，000

予備費 45,000 前年度同額

1,285,000 繰越金から補填する

＜参考＞
第２０期後期（2020.4.1～2021.3.31）2020年度予算　　支出計　945,000円

支出合計



5号議案

（敬称略）

役職名 氏名 備考 卒業期

会長 飯沼　義徳 7期

副会長 山田  実
機関紙編集委員 兼 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ編集委員
岐阜高専勤務

24期

副会長 ― 空席 ―

会計 石丸　和博 事務局・岐阜高専勤務 18期

会計 ― 空席 ―

会計監査 森　清高 2期

会計監査 中野　廣幸 4期

理事 青木　健 3期

理事 太田　哲也 機関紙編集委員長 兼 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ編集委員長 6期

理事 中尾　賢治 機関紙編集委員 兼 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ編集委員 15期

理事 伊藤　友裕 33期

事務局長 山本　高久 岐阜高専勤務 28期

顧問 桑原　喜代和 1期

顧問 三口　栄一 1期

顧問 岩井　静克 2期

顧問 長谷川　実 2期

退任 井坂　一男 1期

退任 犬飼　宏好 8期

2021年度～2022年度機巣会役員（案）


