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議 題

１．2019年度事業報告・2019年度決算報告

２．2020年事業計画・2020年度予算案

３．役員について

４．その他
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2019年度事業報告（１）
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■奨学金制度について

出願者数：82名

成績指数と作文内容および

経済状況を選考基準とし、

学生総合センター委員による

書類選考と面接によって、

採用者を決定しました。



2019年度事業報告（２）
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■奨学金制度について

出願者数： 82名 （2年生→28名、3年生→29名、4年生→25名）

採用者数： 13名 （男女比：男子11名、女子2名）

課題作文として「卒業後の未来像」（800字以内）を課しました。

全出願者の平均成績指数 → 4.62（3.83～5.31の幅あり）

採用者数の平均成績指数 → 5.01

■奨学金の財源について

採用された優秀な13名に給付される奨学金は、会員の皆様から頂いた
「同窓会年会費」から成る同窓会予算〔12名分〕と、複数の篤志家から
寄せられた「使途指定寄付」〔1名増員分〕を基に成立しています。

理工学部同窓会奨学金への「使途指定寄付」は、採用者の

増員のための、非常に重要な資金源となっています。



2019年度事業報告（３）
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■同窓会オリジナルグッズ活用について

会員の要望により、帰属意識を高め、

会費収入を上げるための政策として

①ネクタイ②スカーフ

③プチスカーフを作製し、

2018年6月より販売を開始しました。

ホームカミングデーにおける

同窓会奨学生による出店販売のほか、

同窓会ウェブサイト、事務局窓口にて

販売を行いました。



2019年度決算報告（１）

6

■ 収入の部
（単位：円）

科 目 予算額 決算額 予算差異(決算 - 予算)

事業活動収入 38,000,000 37,088,000 ▲912,000

会費収入 38,000,000 37,088,000 ▲912,000

寄付金収入 0 0 0

雑収入 1,065,000 779,115 ▲285,885

受取利息 0 2,195 2,195

頒布品販売収入 450,000 131,720 ▲318,280

その他 615,000 645,200 30,200

【収入合計】 39,065,000 37,867,115 ▲1,197,885



2019年度決算報告（２）
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■ 支出の部
（単位：円）

科 目 予算額 決算額 予算差異(決算 - 予算)

事業活動支出 20,367,347 19,325,498 ▲1,041,849

名簿関係費 6,941,483 6,938,688 ▲2,795

会報関係費 4,150,000 3,473,500 ▲676,500

奨学金事業 7,200,000 7,200,540 540

総会関係費 700,864 600,864 ▲100,000

幹事会関係費 25,000 0 ▲25,000

支部関係費 1,350,000 1,111,906 ▲238,094

管理費支出 12,697,653 9,612,933 ▲3,084,720
会費管理費 2,184,704 1,765,996 ▲418,708

事務局関係費 8,721,500 7,846,937 ▲874,563

予備費 1,791,449 0 ▲1,791,449

奨学金事業積立支出 5,000,000 6,000,000 1,000,000

基本財産繰入支出 1,000,000 1,000,000 0

【支出合計】 39,065,000 35,938,431 ▲3,126,569

当期収支差額 0 1,928,684



2019年度決算報告（３）
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貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科目
当年度 前年度

増 減

(令和2年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金 256,004 123,566 132,438

普通預金 18,690,229 18,626,513 63,716

郵便振替 11,873,184 10,140,800 1,732,384

未収金 0 0 0

流動資産合計 30,819,417 28,890,879 1,928,538

２．固定資産

(１)基本財産

運営維持基本預金 22,000,000 21,000,000 1,000,000

奨学金事業積立金預金 18,018,626 12,018,530 6,000,096

基本財産合計 40,018,626 33,018,530 7,000,096

(2)その他固定資産

什器備品 2,210,385 2,210,385 0

その他固定資産合計 2,210,385 2,210,385 0

固定資産合計 49,229,157 42,229,011 7,000,146

資産合計 71,119,890 60,340,290 10,779,600

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 0 0 0

流動負債合計 0 0 0

負債合計 0 0 0

Ⅲ 正味財産の部

1．一般正味財産 80,048,574 71,119,890 8,928,684

（うち基本財産への充当金） (47,018,772) (40,018,626) ▲7,000,146

正味財産合計 80,048,574 71,119,890 8,928,684

負債及び正味財産合計 80,048,574 71,119,890 8,928,684

運営維持基本預金 23,000,000 22,000,000 1,000,000

奨学金事業積立金預金 24,018,772 18,018,626 6,000,146

基本財産合計 47,018,772 40,018,626 7,000,146

資産合計 80,048,574 71,119,890 8,928,684



2019年度決算報告（4）
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2020年度事業計画
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① 理工学部同窓会報の発行（11月20日発行）
⇒新型コロナウイルスの影響により発行時期を延期（例年は9/20発行）

② 名簿ウェブシステムの運用（メーリングサービスによるネットワーキング）

③ 同窓会行事の開催
・幹事会 ⇒新型コロナウイルス感染拡大に伴い招集はせず書面決議
・総会および特別講演会（連合三田会大会会場にて）

⇒新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止

④ 理工学部同窓会ウェブサイト運営 http://www.dosokai.st.keio.ac.jp
・同窓会主催のイベント情報、同期会や学科・研究室主催イベントの
開催案内、奨学金募集要項の掲載など

⑤ 同窓会の新規プロジェクト「理工学部１年生応援事業」
⇒入学以来、未だに日吉・矢上キャンパスに登校できない1年生に対し、
我々卒業生からの応援メッセージを送ります。

⑥「理工学部同窓会奨学金」による奨学金支給制度（12名募集のところ合計20名採用）
⇒同窓会奨学金への「使途指定寄付」2019年度分を活用し、2020年度採用者数を1名増員。
⇒「奨学金事業積立金」を取り崩し、2020年度採用者数を7名増員。

⑦「慶應義塾大学病院医療支援資金」に100万円を寄付協力

⑧ 同窓会オリジナルグッズの販売



同窓会の新しいプロジェクト

■理工学部１年生応援事業
理工学部同窓会は、これまで皆様からいただいたご厚志を、「理工学部同窓会奨
学金」に活用し、長期的に安定した奨学金の継続と採用者数・給付額の拡大を図
るため、2015年度より「奨学金事業積立」を開始し、奨学金資金の蓄積を続けてい
ます。

2020年度はこの「奨学金事業積立」600万円を理工学部同窓会の新規プロジェクト
資金に組み替え、図書カード（5,000円分）を発行し、我々卒業生からの応援メッ
セージを添え、入学以来いまだに日吉・矢上キャンパスに登校することができない
ままでいる理工学部1年生全員に贈ります。

■理工学部同窓会奨学金採用者の増員
2020年度の「理工学部同窓会奨学金」（1名につき60万円の給付型奨学金支給制
度）は、当初「12名募集」としていましたが、採用者数について、同窓会奨学金へ
の「使途指定寄付」2019年度分（計449,000円）を活用して1名増員し、更に「奨学
金事業積立金」420万円を取り崩して7名増員することにより、合計20名を採用する
こととします。

来年も20名採用を実施するためには、480万円の資金を捻出しな

ければなりません。継続できるよう、理工学部同窓会奨学金への

使途指定寄付に、ご支援ご協力を賜りますようお願いします。
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新型コロナウイルス禍における「社中協力」

■慶應義塾の新型コロナウイルス感染症拡大にともなう緊急支援のお願い

2020年度は、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、新学期がス
タートしました。大学キャンパスは閉鎖措置がとられ、春学期中はオンライン授業によ
る教育体制が敷かれるなど、塾生は大変な不自由を強いられることになりました。

そして、感染者を受け入れるほど経営が苦しくなっていく医療現場の逼迫した状況が
叫ばれる中、塾長ならびに連合三田会会長より、慶應義塾の新型コロナウイルス感
染症拡大に伴う緊急支援につきまして、お願い状を頂きました。

理工学部同窓会は、医学部の三四会と並ぶ、歴史と伝統のある三田会組織の一つ
であり、このメッセージを我々の一人一人がしっかりと受け止め、義塾の誇るべき伝
統である「社中協力」の精神の下、確固とした歩みを共に力強く進めるべく対応しなけ
ればならないと考えました。

そこで、2020年度の「基本財産繰入支出」（名簿ウェブシステムのサーバリプレイス費
用（7年毎に700万円）の支払に備えた積立金）100万円を「慶應義塾大学病院医療支
援資金」に寄付することとします。

慶應義塾の「新型コロナウイルス感染症拡大にともなう緊急支援のお願い」について

同窓会ホームページ http://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/support-covid19/ 

慶應義塾ホームページ https://kikin.keio.ac.jp/news/support-covid19/

http://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/support-covid19/
https://kikin.keio.ac.jp/news/support-covid19/


ご支援のお願い

■理工学部同窓会奨学金への「使途指定寄付」について
2018年度より「理工学部同窓会奨学金」への資金として、慶應義塾に対して直接寄付をすることが可能になり、
2019年度より「理工学部同窓会奨学金」への活用を開始しています。ご寄付いただいた塾員については、慶應義塾
発⾏の機関誌『三⽥評論』へご芳名、使途並びに寄付金額の掲載が可能です。【ご寄付は、少額でも構いません。】
「使途指定寄付」は、採用者数の増員のための非常に重要な資金源となります。2018年度は計600,000円、2019年度は
計449,000円 のご支援を頂き、2年連続で奨学生の増員（1名）が実現しました。

■お申し込み方法について
詳しくは同窓会ホームページ http://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/covid19-20200623/ をご覧くだ
さい。
卒業生が個人として寄付する場合のご案内です。（団体・法人の場合は様式・税法上の優遇措置が異なりますのでご注意ください。）
①「寄付金申込書（個人用）」をクリックして申込書をダウンロードしてください。
②ダウンロードしたワード文書を開くと申込書が表示されますので、必要事項をご入力ください。
③申込書を印刷し、所定の箇所にご押印ください。
④記入漏れや押印漏れ等がないことをご確認の上、「〒223-8522神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1 慶應義塾大学理工学
部同窓会事務局長 山形美弥子」 あてにご郵送ください。
⑤後日、申込書にご記入いただいたご住所あてに、理工学部学術研究支援課 寄付・塾内助成担当 経由、「振込依頼書」を拝
送します。

申込書のダウンロードはこちらから→ 寄 付 金 申 込 書（個人用）

送り先： 〒２２３－８５２２ 神奈川県横浜市港北区日吉３－１４－１
慶應義塾大学理工学部同窓会 事務局長 山形美弥子 ⾏

■ご寄付および寄付金控除等に関するお問合せ・税法上の優遇措置について
卒業生が（団体ではなく）個人として「理工学部同窓会奨学金」として慶應義塾に直接寄付をした場合、確定申告時に所定の手続
きをすることにより、最大で寄付額の約40％の寄付金控除を受けることができます。詳しくは理工学部学術研究支援課ホームページ
http://www.recsat.keio.ac.jp/kenkyushikin/kifu.htmlをご覧ください。

ご寄付・寄付金控除等に関するお問合せ先： 理工学部学術研究支援課 寄付・塾内助成担当
メールアドレス： yg-josei@adst.keio.ac.jp 13

http://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/covid19-20200623/
http://www.dosokai.st.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2020/07/kifukojin20200708.doc
http://www.recsat.keio.ac.jp/kenkyushikin/kifu.html
mailto:yg-josei@adst.keio.ac.jp


同窓会オリジナルグッズの紹介

・ネクタイ ￥3,500（税込）

（日本製 8.5㎝幅 長さ144㎝）

以前販売していたものを再製作）

・スカーフ ￥4,000（税込）

（イタリア製 65㎝×65㎝）

女性会員向けに製作

・プチスカーフ ￥2,500（税込）

（イタリア製 43㎝×43㎝）

男女兼用

（ネイビー） （ブルー） 14

在庫わずか



2020年度予算案（１）
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■ 収入の部

（単位：円）

科 目 2020年度予算案 2019年度予算額 2019年度決算額

事業活動収入 36,500,000 38,000,000 37,088,000

会費収入 36,500,000 38,000,000 37,088,000

寄付金収入 0 0 0

雑収入 175,000 1,065,000 779,115

受取利息 0 0 2,195

頒布品販売収入 130,000 450,000 131,720

連合三田会大会大会券販売収入 0 600,000 600,000

その他 45,000 15,000 45,200

奨学金事業積立金取崩収入 4,200,000 0 0

【収入合計】 40,875,000 39,065,000 37,867,115



2020年度予算案（2）
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■ 支出の部

科 目 2020年度予算案 2019年度予算額 2019年度決算額

事業活動支出 31,352,000 20,367,347 19,325,498

名簿関係費 7,000,000 6,941,483 6,938,688

会報関係費 4,450,000 4,150,000 3,473,500

奨学金事業 11,552,000 7,200,000 7,200,540

総会関係費 0 700,864 600,864

幹事会関係費 0 25,000 0

支部関係費 1,350,000 1,350,000 1, 111,906

頒布品作成費 0 250,000 1,061,484
慶應義塾大学病院医療支援資金 1,000,000 0 0

理工学部1年生応援事業 6,000,000 0 0

管理費支出 9,523,000 12,697,653 9,612,933

会費管理費 2,850,000 2,184,704 1,765,996

事務局関係費 5,445,000 8,721,500 7,846,937

予備費 1,228,000 1,791,449 0

奨学金事業積立支出 0 5,000,000 6,000,000

基本財産繰入支出 0 1,000,000 1,000,000

【支出合計】 40,875,000 39,065,000 35,938,431

当期収支差額 0 0 1,928,684

（単位：円）



新・役員体制について
本幹事会後、以下の役員体制を予定。（敬称略）
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名誉会長 岡田 英史 （Ｅ-44）
名誉顧問 北里 一郎 （C-13）
最高顧問 内田 勲 （Ｅ-18）
会 長 落合 正行 （A-32）
副会長 宮崎 吾郎 （M-23）

北城 恪太郎 （A-25）
中川 陽一郎 （Ｍ-28）
野村 雅行 （Ｍ-29）
数原 英一郎 （Ａ-29）
尾崎 元規 （Ａ-30）
渡邊 佳英 （Ｉ-30）
中村 吉伸 （Ａ-30）
田中 常雅 （Ｍ-32）
鈴木 譲治 （Ｃ-33）
佐藤 誠一 （Ｃ-40）
五藤 信隆 （Ｍ-47）
朝倉 浩一 （Ｃ-43）

常任幹事 川﨑 進 （Ｅ-26）

常任幹事（学内） 田中 敏幸 （Ｉ-40）
大橋 洋士 （Ｂ-47）
矢向 高弘（SD-47）
高尾 賢一 （Ｃ-48）
高田 眞吾 （Ｊ-48）
種村 秀紀 （Ｓ-40）
牛場 潤一 （I-59）
横森 剛 （Ｍ-56）
田邉 孝純 （Ｅ-58）
山本 崇史 （Ｋ-60）
柿沼 康弘（SD-60)
安藤 景太 （Ｍ-63）
松浦 峻 （Ａ-63）

会計監事 澤 孝一郎 （Ｅ-22）
大野 義夫 （A-26）



役員（交代）について

■常任幹事（学内）交代
田代 悦君（L-53） →牛場 潤一 君（I-59）
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イベントのご案内（１）
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■ 2020年度 矢上賞・矢上賞（起業支援）授賞式典ならびに講演会
日時： 10月7日 (木)
場所：矢上キャンパス 創想館 地下2階 マルチメディアルーム

⇒今回の式典開催につきましては、新型コロナウイルスの影響により、
今後、中止や延期などの検討を行う場合がございますので、当日は
理工学部が発信する最新の情報をご確認のうえお出かけください。

矢上賞受賞者 （追って受賞者発表後に更新します）

矢上賞（起業支援）受賞者 （追って受賞者発表後に更新します）



イベントのご案内（２）
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■2020年慶應連合三田会大会

理工学部同窓会総会・特別講演

⇒新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止
日 時：10月18日(日) 12時30分～

（講演会は13:00～14:00）
場 所：日吉キャンパス

第4校舎 J11教室（予定）

講 演：曄道 佳明 君
1985年機械工学科卒、
1994年理工学研究科機械工学専攻
後期博士課程所定単位取得退学
1997年学位：博士（工学）取得
2017年上智大学第16代学長就任
現在に至る

■第21回慶應科学技術展 KEIO TECHNO-MALL2020
日 時：2020年12月18日（金） 10:00～18:00
場 所：東京国際フォーラム 地下2階 展示ホール（2）



理工学部同窓会からのお願い

①年会費（4,000円）のお支払い方法について

従来のコンビニエンスストア・郵便局からの振込みも可能ですが、

銀行口座から自動引落しが可能な自動振替の申込みにご協力をお願いします。

申込み方法は「預金口座振替依頼書はがき（切手不要）」に口座情報を記入し、

投函するだけです。

その後も、引落口座の変更や自動引落の解除は可能です。

②学年幹事交代の方法について

各期各学科より最少１名を選出し、任期は２年（再任、再選を妨げない）

としていますが、交代のタイミングは幹事からの申告で行い、後任者への

引継ぎを行うようご協力をお願いします。

交代があった際は、同窓会に後任者の名前・連絡先をご報告下さい。

これらに関するお問合せは、メールに、塾員番号・氏名・住所を明記し、

理工学部同窓会事務局 dosokai@st.keio.ac.jp あてにご連絡下さい。
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