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担　当 名前 出身系（卒修年） 現所属

会　長 若林　亮 旧6系(1984) 株式会社 日建設計

顧　問 高嶋　孝明 旧4系(1982) グローバル工学教育推進機構

副会長 戸高　義一 旧2系(2002) 本学1系(旧2系)

副会長 稲田　亮史 旧3系(2001) 本学2系(旧3系)

関下　信正* 旧1系(1996) 本学1系(旧1系)

戸高　義一 旧2系(2002) 本学1系(旧2系)

○安部　洋平* 旧2系(2005) 本学1系(旧2系)

山田　基宏 旧2系(2006) 本学1系(旧2系)

秋月　拓磨 旧2系(2012) 本学1系(旧2系)

若原　昭浩 旧3系(1992) 本学2系(旧3系)

○稲田　亮史 旧3系(2001) 本学2系(旧3系)

河野　剛士 旧3系(2004) 本学2系(旧3系)

山根　啓輔 旧3系(2011) 本学2系(旧3系)

宮路　祐一 旧4系(2013) 本学2系(新2系)

後藤　太一 旧3系(2011) 本学2系(旧3系)

川島　朋裕 新2系(2013) 本学2系（新2系）

中内　茂樹 旧4系（1995） 本学3系（旧4系）

山本　一公 旧4系(2000) 中部大学

○中村　純哉* 旧7系（2007) 本学情報メディア基盤センター

佐藤　裕久* 旧5系(1988) 本学4系(旧5系)

○栗田　弘史* 旧8系(2008) 本学4系(旧８系)

○岡辺　拓巳* 旧6系（2003） 本学5系(旧6系)

松本　幸大 旧6系（2004） 本学5系(旧6系)

松尾　幸二郎 旧6系（2012） 本学5系(旧6系)

蒲原　弘継 旧8系(2010) グローバル工学教育推進機構

Tan Wai Kian 新2系（2014） 総合教育院

中尾　賢治 旧1系(1986) マルナカ

日名地　輝彦 旧2系（1992) 株式会社 応用技術研究所
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豊橋技術科学大学同窓会 2019（令和元）年度事業報告 

 

豊橋技術科学大学同窓会事務局 

 

1 定例役員会の開催 

2019 年度に計 4 回の定例役員会を開催した。開催日と主な議題は以下の通り。 

[1] 第 1 回定例役員会 2019 年 5 月 7 日 @豊橋技科大 C 棟 C-402 会議室 

役員名簿確認及び役割分担，事業報告・事業計画，決算報告・予算案審議，総会準備，次期会長候

補の推薦・審議，Web 名簿システムの大学との共同管理・運用，ホームカミングデイへの協力。 

[2] 第 2 回定例役員会 2019 年 6 月 6 日（メール審議） 

役員の改正。 

[3] 第 3 回定例役員会 2019 年 10 月 16 日 @豊橋技科大 C 棟 C-402 会議室 

ホームカミングデイへの協力，Web名簿システムの大学との共同管理・運用，同窓会HP刷新作業。 

[4] 第 4 回定例役員会 2020 年 2 月 27 日 @豊橋技科大 C 棟 C-402 会議室 

大学との Web 名簿システム費用負担および共同運用に関する覚書，めざましごはんプレミアムマン

デー実施状況，同窓会報，同窓会会長賞候補学生，同窓会 HP 刷新作業。 

 

2 Web 名簿システムの運用 

Web 名簿システムに関して，新会員の登録・ID/Password 発行，案内等の返送情報に基づく登録情報の

更新，既登録会員の情報追加修正，会員登録方法・本人確認などの問合せ対応，同窓会・大学からの一

斉メール通知，名簿情報提供用データの作成等を行った。システム管理・運用業務については，予算措置

を行い事務補佐員 1 名に作業担当を依頼した。 

なお，大学との Web 名簿システムの共同運用に向けて，「豊橋技術科学大学同窓生 Web 名簿システムの

共同運用に関する覚書」「費用負担に関する覚書」を締結した。 

 

3 同窓会 HP の刷新 

同窓会 HP のデザインを全面的に刷新した（大学・同窓会関係のイベントの周知の他，役員会・総会議事

録，過去から現在までの同窓会報を閲覧可能としている）。 

 

4 大西学長他大学執行部メンバーとの懇談会の開催 

2019 年 6 月 27 日に華乃井テラスにて大西学長，大貝理事・副学長，寺嶋理事・副学長，児島事務局長，

滝川卒業生連携室室長，本会の古野会長，高嶋顧問，戸高副会長との懇談を行った。同窓会より，2018

年度の大学支援に係る同窓会事業報告，2019 年度事業計画について説明を行い，大学との Web 名簿シ

ステムの共同運用，ホームカミングデイ開催に関する協力内容について意見交換を行った。 

 

5 定例総会の開催 

2019 年 8 月 25 日に，豊橋駅前サテライトオフィスにて定例総会を開催し，2018 年度の事業報告および収

支決算報告，ならびに 2019 年度の事業計画および収支予算案，卒業生情報管理システム導入に向けた
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大学との連携協力について議論し，承認を得た。 

 

6 同窓会会長賞の授与 

本学大学院に進学予定の学部 4 年次成績優秀者 19 名（1 系 6 名，2 系 4 名，3 系 4 名，4 系 3 名，5 系

2 名）に賞状＋副賞（商品券 2 万円）に同窓会会長賞を授与した。2020 年 1 月に 1～5 系の系長に古野会

長から依頼し，各系から受賞学生を選出いただいた。コロナウィルスの影響により，卒業記念パーティーが

中止となった関係で表彰式は行わず，学生には所属系の同窓会役員より賞状・副賞を授与した。 

 

7 大学刊行物発行への協力 

大学男女共同産学推進本部と豊彩会（OG 会）が協力し，女子学生の目線で大学を紹介する冊子「豊橋技

術科学大学 テクノガールズ百科」を作成し，2020 年 2 月に発行した。同窓会による学生支援活動の概要

紹介を本冊子に掲載すると共に，冊子作成経費の一部 7 万円を支援した。 

 

8 同窓会報 No.37 の作成・発行 

同窓会報 No.37 を作成し，2020 年 3 月に発行した。同窓会 HP（http://www.alumni.tut.jp/）にて会報の電

子版を閲覧可能としている。 

会報発行の周知連絡は，Web 名簿システムを介した一斉メール送付，大学 HP，同窓会 HP にて行った。 

 

9 学生課外活動支援 

学生課学生係と連携して課外活動支援を実施した。2019 年 6 月中旬に各課外活動団体より提出された申

請書について学生課との協議を行い，同 7 月末に支援 20 団体を下記の通り決定した。援助額は 50 万円

（全体：300 万円）。同窓会報 No.37 に，各団体の活動内容報告・謝辞を掲載している。 

 

＜支援団体＞ 

豊橋日曜学校，ボランティア部，自動車研究部，水泳部，バドミントン部，おちゃのかい，軟式野球部， 

弓道部，空手道部，ロボコン同好会，総合文化部，留学生スポーツクラブ， 

TEDxToyohashiUT 実行委員会，波乗り部，サッカー部，硬式野球部，硬式テニス部，模型部， 

バレーボール部，技科大祭実行委員会， 

 

10 同窓生懇親会／パーティー支援 

同窓生からの申し出に基づき，下記 16 件の懇親会／パーティーに関して，総額 770,000 円を支援した。

詳細は以下の通り（イベント名称，開催年月日，支援金の順に記載）。同窓会報 No.37 に，各イベントの開

催報告を掲載している（会報 No.37 の編集作業に間に合わなかったイベントは，2020 年度発行予定の

No.38 で開催報告を掲載予定）。 

 

1. 材料機能制御研究室 同窓会 2,000 円×14 人 = 28,000 円 

2. 第 10 回雲雀会（トヨタ自動車 同窓会）2,000 円×48 人 = 96,000 円 

3. 極限成形システム研究室（旧塑性加工研究室）同窓会 2,000 円×27 人 = 54,000 円 
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4. 令和元年同窓会定例総会出席者懇親会 2,000 円×8 人 = 16,000 円 

5. 豊橋技術科学大学関西支部同窓会 2,000 円×17 人 = 34,000 円 

6. 分子情報システム研究室同窓会 2,000 円×65 人 = 130,000 円 

7. 第 4 回大門研究室 OB・OG 会 2,000 円×10 人 = 20,000 円 

8. 海岸工学研究室 OB 会 2,000×18 人 = 36,000 円 

9. 2019 年藤江研究室 OB・OG 会 2,000x11 人=22,000 円 

10. デンソー雲雀会（技科大学出身者の OB・OG 会）2,000 円×46 人 = 92,000 円 

11. 名古屋近郊同窓会 2,000 円×11 人 = 22,000 円 

12. TUT-Formula 15 周年記念式典 2,000 円×15 人 = 30,000 円 

13. 第 1 回 TUT ホームカミングデーセレブレーションパーティー 2,000 円×10 人 = 20,000 円 

14. 電気電子・情報工学系 第一期生 2019 同窓会 2,000 円×15 人 = 30,000 円 

15. 豊橋技術科学大学磁性研同窓会 2,000 円×55 人 = 110,000 円 

16. 石田・澤田研究室同窓会 2,000 円×15 人 = 30,000 円 

 

11 豊橋技術科学大学第 1 回ホームカミングデイへの協力 

本学が主催した第 1 回ホームカミングデイに関して，同窓生への参加案内周知，ホームカミングデイ当日

の A 棟 1 階スペースにて同窓会コーナーを設け，参加した同窓生の「Web 名簿システム登録対応や過去

の同窓会報展示，お茶菓子の提供を行った。また，懇親会開催経費として 30 万円を支援した。 

 

12 大学食堂「めざましごはんプレミアムマンデー」経費支援 

2019 年 5 月以降の講義開講月の毎週月曜日の大学食堂朝食について，54 万円の経費支援を行った。

1 食 400 円のうち 200 円を支援して，提供メニューを他の曜日よりも充実させている。支援を実施

した 5 月以降の月曜日の食数は，下図に示すように火曜～金曜よりも多い傾向にあり，プレミアムマ

ンデー実施は利用促進に一定の効果があると言える。利用者アンケート（2020 年 2 月 17 日実施）

では，回答者の 9 割（29 人中 27 人）がプレミアムマンデーの継続を希望しており，コメント欄では

「フルーツがおいしい」「コーヒーが嬉しい」「朝早く起きるモチベーションになる」等，サービス内

容も概ね好評であることが伺えた。 

 

めざましごはん一日あたりの平均販売食数（2019 年度曜日別の比較） 
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予算 決算

収入 収入

入会金（387名×5,000） 1,935,000 入会金（388名×5,000） 1,940,000

会費（387名×10,000） 3,870,000 会費（388名×10,000） 3,880,000

預金利息 1,000 預金利息 627

郵便普通 6

銀行普通（三井住友）1 101

銀行普通（三井住友）2 132

銀行定期（三井住友） 388

2019年度収入計 5,806,000 2019年度収入計 5,820,627

2018年度からの繰越金 62,484,898 2018年度からの繰越金 62,484,898

合計 68,290,898 合計 68,305,525

支出 支出

会報No.37経費 300,000 会報No.37経費 288,500

役員経費 130,000 役員経費 91,640

2019/5/9 役員会（古野会長＋役員2,000円×11名＋古野会長交通費1,410円） 25,410

2019/8/25 総会（古野会長＋役員2,000円×11名＋古野会長交通費1,410円） 25,410

2019/10/16 役員会（古野会長＋役員1,000円×11名＋古野会長交通費1,410円） 13,410

2020/2/27 役員会（古野会長＋役員2,000円×12名＋古野会長交通費1,410円） 27,410

庶務経費 150,000 庶務経費 44,173

各種振込手数料 15,402

2019/8/25 同窓会総会お茶代 871

2020/1/22 入会案内書類一式印刷費 9,900

2019/7/9 学長懇談会経費 15,000

2019/8/25 会計監査作業謝金（中澤先生） 3,000

卒業記念パーティ援助金 250,000 卒業記念パーティ援助金 （中止） 0

学生課外活動援助金 500,000 学生課外活動援助金 500,000

同窓生懇親会開催援助 1,000,000 同窓生懇親会開催援助 770,000

2019/5/8 材料機能制御研究室同窓会 28,000

2019/6/28 第10回雲雀会（トヨタ自動車　同窓会） 96,000

2019/9/2 極限成形システム研究室（旧塑性加工研究室）同窓会 54,000

2019/9/9 令和元年同窓会定例総会出席者懇親会 16,000

2019/10/2 関西支部同窓会 34,000

2019/11/8 分子情報システム研究室同窓会 130,000

2019/12/10 第4回大門研究室OB・OG会 20,000

2019/12/23 旧８系藤江・後藤・大門研究室同窓会 22,000

2020/2/12 海岸工学研究室OB会 36,000

2020/2/12 名古屋近郊同窓会 22,000

2020/2/20 TUT-Formula 15周年記念式典 30,000

2020/2/20 デンソー雲雀会（技科大学出身者のOB・OG会） 92,000

2020/2/20 第1回TUTホームカミングデーセレブレーションパーティー 20,000

2020/2/27 豊橋技術科学大学磁性研同窓会 110,000

2020/3/10 電気電子・情報工学系 第一期生 2019同窓会 30,000

2020/3/4 豊橋技術科学大学石田・澤田研究室同窓会 30,000

各系・海外同窓会等活動支援経費 1,000,000 各系・海外同窓会等活動支援経費 442,729

2019/11/16 ホームカミングデー　パーティー代 300,000

2019/11/16 ホームカミングデー　ファイル代 4,943

2019/11/16 ホームカミングデー　飲み物，お菓子，学生アルバイト代 67,786

テクノガールズ百貨印刷費 70,000

同窓会Web名簿システム経費 840,000 同窓会Web名簿システム経費 1,254,387

会員管理システム事務局＋会員利用料（44,928円/月：4~10月，45,760円/月：11~3月） 543,296

同窓会サイト・リニューアル製作 445,091

事務補佐員名簿システム管理業務補助費 266,000

同窓会会長賞経費 395,000 同窓会会長賞経費 399,972

2018年度同窓会会長賞賞状再発行（氏名の誤記1名） 5,589

賞状及び筒費 14,383

副賞費（\20,000×19名） 380,000

「めざましご飯」支援経費 640,000 「めざましご飯」支援経費 540,000

2019年度支出計 5,205,000 2019年度支出計 4,331,401

2020年度への繰越金 63,085,898 2020年度への繰越金(A) 63,974,124

合計 68,290,898 合計 68,305,525

※2018年2月より役員手当は1,000円/時間とし，学外から来られる同窓会役員には交通費を支払うこととした。

三井住友（普通）① 2020年4月30日 8,590,742
三井住友（普通）② 2020年4月30日 15,444,710
三井住友（定期） 2020年4月30日 4,574,968
郵便局振替 2019年10月1日 34,649,569
郵便 2020年4月1日 699,230
現金 2019年4月30日 14,905
合計（B） 63,974,124
(A)-(B) 0

2019年度　豊橋技術科学大学同窓会 決算報告
会計：　松本 幸大

監査：　渋澤 博幸



2019度豊橋技術科学大学同窓会の会計監査を実施し,下記の通りご報

告いたします。
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豊橋技術科学大学『新型コロナウイルス感染症対策緊急募金』への寄付について 

 

 豊橋技術科学大学で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている学生に対しての緊急経済支援

を目的とする「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」への寄付に関して，先月 5月 21 日に開催され

た定例役員会で議論した結果，同窓会予算より2000万円の支援を行う意見をまとめました。本総会にて，

ご審議いただきたいと思います。 

 本寄付金の使途は，下記の緊急学生経済支援プランにある「4. 授業料免除の拡大（家計の急変への対

応）」を優先し，全学生というよりは、真に家計が困窮している学生の方を対象としていただきたい旨，

5月 26 日に学長・執行部メンバーにお伝えしてあります。 

 寄付の他にも、同窓会名簿の整理を頂くなど、大学・同窓会が共同して学生の方に働く場を設ける支援

も検討したいと考えています。 

 

***** 以下，本学 寺嶋一彦学長からの依頼文面 ***** 

 

若林 亮 様 

 

謹啓 

 日頃、本学のために格別のご高配に賜り誠に有難うございます。新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）が、世界規模で猛威を振るい、これまでに例をみない被害が生じています。貴殿におかれましても、

コロナ対策等で日々大変なこととお察し申しあげます。 

 さて、豊橋技術科学大学では、この危機的状況において「新型コロナウイルス感染症危機対策本部」を

設置し、学生及び教職員の命を守ることを最優先に、大学の活動基準を定め感染防止に努めてまいりま

した。この度、５月１１日より順次オンデマンド授業を開始し、大学の使命である学生への教育と研究の

推進を、様々な制約の中、努めている状況です。 

 一方、感染症の直接・間接的な影響により、家計が困窮に陥った学生の相談も日々寄せられており、本

学の特色の一つでもある国際交流においては渡日できない留学生が数十名に及ぶ状況です。 このような

状況において、本学では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている学生に対しての緊急に経

済的な支援を行う必要性から「豊橋技術科学大学緊急学生経済支援プラン」を立ち上げ、その第一弾とし

て以下の取組を進めています。 

 

    １．全学生に対する給付型奨学金の支給（一律３万円を支給） 

    ２．授業の遠隔化開始に向けたパソコン等の無償貸与 

    ３．授業料の納付期限の再延長（５月末から８月末に延長） 

    ４．授業料免除の拡大（家計の急変への対応） 

    ５．大学において働く場を設けることによる支援 

    ６．TUT エールランチ 

    ７．特別奨学金制度の新設 
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実際のところ、本学独自の上の取り組みとして、1億数千万円を予算として充てております。しかしな

がら、本感染症の影響は今後も長期に及ぶことが想定されます。このため、大学としての継続的努力は当

然ではございますが、皆さまからも、ご支援・ご協力を是非とも賜りたく、 この度、本学基金に「新型

コロナウイルス感染症対策緊急募金」を立ち上げました。教職員、卒業生、さらに本学を応援してくださ

る皆さまが一体となってこの難局を乗り越えていきたく存じます。ご賛同いただける皆さまには、何卒

ご協力・ご厚情賜りますよう宜しくお願い致したく考えております。 

僭越ながら、同窓会会長の若林様に、募金を立ち上げたことをここにご連絡させていただきました。今

回は、全世界の人々が、コロナに苦しめられており、募金などのお願いを外部の方にするのは甚だ遺憾に

存じますが、まずは、本学教職員には既に周知し、また本学に日頃ご協力いただいている同窓会の皆様に

お知らせさせていただく所存です。 

まずは、同窓会会長様にお知らせし、ご意見を伺い、了承されましたら、是非とも同窓会のご支援ご協

力を賜りたいと存じます。具体には基金室長である学長特別補佐の滝川教授より詳細などについて連絡

させていただきますが、同窓会会員への一斉メールなど本学卒業生連携室と学内の同窓会役員と連携を

図りながら進めさせていただければと考えております。何卒よろしくお願いします。 

時節柄、お体には、くれぐれもご自愛くださいませ。 

                                      謹白 

 

2020 年 5 月 20 日 

豊橋技術科学大学長 寺嶋 一彦 

 

 

【参考】 

〇豊橋技術科学大学公式ＨＰ 

「豊橋技術科学大学基金「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金（略称：新型コロナ対策募金）」につ

いて ー学長からの緊急メッセージー 

https://www.tut.ac.jp/news/200513-12708.html 

 

〇豊橋技術科学大学基金室・卒業生連携室事務担当（植松、伊藤） 

TEL 0532-81-5186 FAX 0532-44-6509 

※電話受付 9:00~16:00(土・日・祝日を除く) 

E-mail:sotsuren@office.tut.ac.jp 

豊橋技術科学大学基金ＨＰ：https://www.tut.ac.jp/kikin/ 

豊橋技術科学大学卒業生連携室ＨＰ：https://www.tut.ac.jp/sotsuren/ 
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豊橋技術科学大学同窓会 2020（令和 2）年度事業計画 

 

豊橋技術科学大学同窓会事務局 

 

1 Web 名簿システムの管理・運用 

同窓会 Web 名簿システムを，大学卒業生連携室との連携・協力の下で管理・運用する。同窓生の登録情

報の更新，同窓生による懇親会等の開催案内周知のサポート，大学からのニュース（広報誌天伯，TUT 

Research 発行等）を定期的に配信する。 

システムの維持・管理費（27 万円/年：本年度より費用 54 万円/年を大学と折半）と，管理業務を行う事務補

佐員やデータ整理業務を担当する学生の人件費（5 万円/月，60 万円/年）に対する予算措置を行う（予算で

の審議）。 

 

2 定例役員会の開催 

第 1 回は 2020 年 5 月 21 日（木）にオンライン会議にて開催した。第 2 回以降の役員会の開催日程は，別

途調整する。 

 

3 学長懇談会の開催 

2020 年 5 月 26 日（火）にオンライン会議にて，学長・執行部メンバーとの臨時懇談会を実施した。大学か

らは寺嶋学長，山本理事・副学長，角田理事・副学長，児島事務局長，滝川卒業生連携室室長，事務局職

員 2 名，同窓会からは若林会長，高嶋顧問，戸高副会長，稲田副会長，若原教授（オブザーバー）が参加

し，「新型コロナウィルス感染症対策緊急募金」への寄付と，その使途について意見交換を行った。 

新型コロナウィルスの影響を加味しつつ，年度内にもう一度懇談会を開催し，今後の大学支援・連携に係る

活動等について意見交換を行う。 

 

4 「新型コロナウィルス感染症対策緊急基金（新型コロナ対策基金）」への寄付 

新型コロナウィルス感染症による影響を受けている学生に対しての緊急経済支援を目的とする当基金につ

いて 2000 万円の寄付を行う（予算での審議）。また，5/19（火）に Web 名簿システムを介して，同窓生に当

基金への協力に関する依頼連絡を一斉メールにて周知している。 

 

5 定例総会の開催 

2020 年 6 月 26 日（金）にオンライン会議にて定例総会を開催する。2019 年度の事業報告及び決算報告，

ならびに 2020 年度の事業計画及び予算案の審議を行う。 

 

6 同窓会報 No.38 の発行 

会報 No.38 を作成・発行する。会報発行は，Web 名簿システムを介した一斉メール送付，大学 HP，同窓

会 HP への掲載を通じて，同窓生や大学関係者等に周知する。 
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7 同窓会会長賞の授与 

本学大学院に進学予定の学部 4 年次成績優秀者 19 名（1 系 6 名，2 系 4 名，3 系 4 名，4 系 3 名，5 系

2 名）に，同窓会会長賞として賞状＋副賞（商品券 2 万円）を授与する（予算での審議）。表彰学生の選出

は各系に一任する。 

 

8 学生課外活動支援 

前年度と同様，学生課学生係と連携して課外活動支援を実施する。学生係と協議して，支援団体・支援額

を決定する予定。支援経費として 50 万円を計上する（予算での審議）。 

 

9 卒業記念パーティーの開催 

例年通り開催する予定で，援助額もこれまでと同様 25 万円を計上する（予算での審議）。なお，今年度の

卒業式・修了式は 2021 年 3 月 23 日（火）の予定。パーティー冒頭で同窓会会長賞の授与式を行う。 

 

10 懇親会／パーティー開催援助 

前年度と同様，同窓生からの申し出に基づき支援を実施する。支援経費として 100 万円を計上する（予算

での審議）。支援イベントについては，同窓会報にて開催報告を掲載する。 

 

11 同窓生オンライン懇親会（仮称）用プラットフォームの提供 

7 月以降の毎月最終金曜日の夕刻に本学同窓生が自由に参加できるオンライン懇親会（Zoom 使用）を開

催し，そのためのプラットフォームを提供する。開催日時等の情報は，同窓会 HP への提示や Web 名簿シ

ステムを介した一斉メール送信によって周知する。 

 

12 大学食堂「めざましごはんプレミアムマンデー」経費支援 

大学食堂の朝食「めざましごはんプレミアムマンデー」について，講義開講期間における毎週月曜日の朝

食費用の一部を同窓会から支援する。4 月～6 月はコロナウィルスの影響のため朝食は弁当販売で対応し

ているが，同窓会からは月曜日朝食時のデザート・ドリンク費用を負担している。本支援に必要な予算措置

（64 万円）を行う（予算での審議）。 

 

13 各系・国内支部・海外同窓会・豊彩会（OG 会）等での活動 

各系，国内支部，海外同窓会および豊彩会等での活動を行う。これらの活動に必要な予算措置（100 万円）

を行う（予算での審議）。 
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収入

入会金（5000円×440人） ¥2,200,000

会費（10000円×440人） ¥4,400,000

預金利息 ¥500

2020年度収入計 ¥6,600,500

2019年度からの繰越金 ¥63,974,121

合計 ¥70,574,621

支出

同窓会報No.38経費 ¥300,000

役員経費 ¥130,000

庶務経費 ¥150,000

卒業記念パーティ援助金 ¥250,000

学生活動援助金 ¥500,000

同窓生懇親会開催援助 ¥1,000,000

各系・海外同窓会等活動支援経費 ¥1,000,000

システム管理・事務経費 ¥880,000

　　システム管理・運用費（本年度より大学と折半のため半額） ¥280,000

　　事務補佐員業務補助費 ¥600,000

同窓会会長賞経費（賞状＋副賞） ¥400,000

「めざましごはんプレミアムマンデー」支援経費 ¥640,000

新型コロナウイルス感染症対策緊急援助金 ¥20,000,000

2020年度支出計 ¥25,250,000

2021年度への繰越金 ¥45,324,621

合計 ¥70,574,621

2020年度　豊橋技術科学大学同窓会 予算（案）


	R02-TS-00 2020総会議事次第 (1)
	R02-TS-01 2020役員名簿＆役割分担表 (1)
	R02-TS-03 2019(R01)事業報告 (1)
	R02-TS-04 同窓会会計_R1決算
	R02-TS-04 同窓会会計_R1決算
	R02-TS-04 2019会計監査報告書

	R02-TS-05 新型コロナウイルス感染症対策緊急募金について (1)
	R02-TS-06 2020(R02)事業計画 (1)
	R02-TS-07 同窓会会計_R2予算

