
事業報告書

決算書

令和 3年度 (2021年度 )

事業 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

会計 自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年 12月 31日

―

　

　

―

令和 4年 3月

日本歯科大学新潟短期大学 雪つばき会



1 会 議

(1)総

【令和 3年度 事業経過報告 】

会 ※ 書面表決 HP上 で開催 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため)

期 日 : 令和 4年 2月 21日 (月 )～  3月 7日 (月 )

※ 3月 7日 (月 ) 書面表決のハガキ必着

会員総数  1969人 (令和 4年 2月 現在)内 不明者 556人

議 題 第 1号議案

第 2号議案

第 3号議案

第 4号議案

第 5号議案

その他

令和 3年度 事業経過報告

令和 3年度 収支決算報告

令和4年度 事業計画案

令和4年度 予算案

校友会新役員の選出

(2)理事会

期 日・会場

①令和3年 4月 11日 (月 )中止

②令和3年 6月 28日 (月 )短大3号館2F会議室 出席理事 :7名

③令和3年 9月 6日 (月 )中止

④令和4年 1月 13日 (木)～21日 (金)メ ール会議 出席理事 :11名

⑤令和4年 3月 7日 (月 )メ ールもしくはオンライン会議

(3)役員会の開催 (年 2回)※ 中止 (新型 コロナ ウイルス感染拡大防止のため)

令和 3年 7月 4日 (日 )

令和 4年 3月 13日 (日 )

主な審議事項

・校友会組織について

・令和 3年度研修会の中止について
。校友会だよりの HP上での発行について

・収支決算について

・令和 3年度総会のオンライン上での開催について

・令和 4年度研修会の中止について

・令和 4年度総会について

(3)役員会 ※ 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため)

期 日・会場

①令和3年 7月 4日 (日 )

②令和4年 3月 13日 (日 )



2.研修会 ※中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため)

3.広報活動

次の内容により、新潟短期大学校友会活動の認識 と周知活動に努めた

①会報「校友会だより」を、令和3年 6月 に校友会HP上に掲載した。

②校友会ホームページで情報を発信した。

4.校友会新会員加入

組織の拡大強化 と歯科衛生士の職業の地位向上確立のため、令和 4午 1月 26日 (水)に
日本歯科大学新潟短期大学三年生の校友会加入および活動内容について説明 した。



令和3年 決算
<令和3年収入>

決算 増減 備考

1.事業所野動収入

①会費』又入 ¥580,000 ¥580,000 ¥0
新入会員会費 (¥10000× 56名 )

②事業』民入 ¥0 ¥0 ¥0

受講料収入 ¥0

¥60,056 ¥60,052 ¥4
受取利息収入 ¥56 東京三菱UFJ銀行

広告収入   (¥15,000X4ネ 土) ¥60,000

事 業 活 l収入合計 ¥640,056 ¥640.052 ¥4
前年繰り越し ¥6,420,830

収入会 計A ¥7,060,886

<令 出 >3

次年繰り越し(A―B)= ¥6,192,493

増減 備考決算 前年予算

2.事業所野動支出
¥461.063 ¥618.169 ¥-157.106①事業 : 1支 出

¥0 ¥0 ¥0:支 出
¥0 総会葉書代(今年度は総会中止)香 支 出 ¥221,169 ¥221,169通信 ;

¥6.000 ¥-5,046消耗品 : i支 出 ¥954
雪つばきだよリデータ作成支 出 ¥38,940 ¥140,000 ¥-101,060印刷製本 |

¥50,000 ¥-50,000遇 ¥0
¥0年事 業積 立 ¥200,000 ¥200,000校友会

¥1.000 ¥-1.000¥0

¥126.830②管理 i 1支出 ¥407,330 ¥280,500
¥1 サラト データ整備・会員本登録会 議 費支 遇 ¥407,330 ¥280,500

¥0 ¥0 ¥0

¥0費支出 ¥0 ¥0
¥0 ¥0消耗品 : [支出 ¥0

¥0 ¥0 ¥0

¥0 ¥0 ¥0

¥898,669 ¥-30,276支出会 計B ¥868,393

前年予算

③雑収入



監 査 報 告 書

日本歯科大学新潟短期大学校友会

会長   吉富 美和 殿

令不日4年  月  日

日本歯科大学新潟短期大学校友会

監事′
|、
イ木たい)①

群 シリン乳み ③

私たち監事 2人は、 日本歯科大学新潟短期大学校友会の令和 3年 1月 から令

和 3年 12月 までにおける会務の執行ならびに同事業年の会計について監査を実

施 した。

監査の結果、会務の執行は会則に基づき誠実に行われてお り、また上記の会

計はいずれ も適正に処理 されてお り、各会計書類は、当会の収支および財務の

状況を正 しく示 しているものと認める。

以 上



令和 4年度 (2022年度 )

事業計画書

予算書
(案 )

令和 4年 3月

日本歯科大学新潟短期大学 雪つばき会



【令和4年度 事業計画案 】

1.事業内容

(1)研修会開催事業

※ 未 定

新型コロナウイルス感染拡大防止により、状況に合わせて開催を検討する。

①中 止

②オンライン開催

③対面開催

④オンラインと対面のハイブリッド開催

決ま り次第、校友会 HP等で報告する

(2)広報活動事業

会員 とのコミュニケーションを図 り、日本歯科大学新潟短期大学の現在の様子・会

の動き・保健医療を取 り巻 く社会の動向や視点等について情報提供するため、校友会

ホームページで情報を発信 し、年 1回の会報「雪つばきだより」をホームページ等で

発行する (令和 4年 6月 )。

(3)組織拡大強化

新卒業生の会員加入を案内する。 (令和 5年 1月 )

2.諸会議

(1)総会の開催 (年 1回) ※対面もしくはオンライン開催予定

令和 5午 3月 12日 (日 )令 和 4年度 事業決算報告総会

(2)理事会の開催 (年 4回)※対面もしくはオンライン開催予定

令和 4年 4月 11日 (月 )

令和 4年 6月 27日 (月 )

令和 4年 9月 5日 (月 )

令和 5年 3月  6日 (月 )

(3)役員会の開催 (年 2回)※対面 もしくはオンライン開催予定

令和 4年 7月  3日 (日 )

令和 5年 3月 12日 (日 )



令和4年 予算案
<令和4年収入>

科 目 予算額 前年予算 増減 備考

1.事業活動収入

①会費収入 ¥550,000 ¥580.000 ¥-30.000
新入会員会費 (¥10000× 55名 )

②事業収入 ¥60.000 ¥60,000 ¥0
受講料収入(¥2000X30名 )

③雑収入 ¥60,000 ¥60,054 ¥-54
広 告収 入 (¥15,000X4社)

事業活動収入計 ¥670,000 ¥700,054 ¥-30,054
前年繰り越し ¥6,420,830

収入合計 ¥7,090,830

< 4 出 >
予算額 前年予算 増減 備考科 目

2.事業活動支出
①事業費支出 ¥637,000 ¥618,169 ¥18,831
旅 費 交通 費支 出 ¥0 ¥0
通信 運搬 費支 出 ¥240.000 ¥221,1( ¥18,831 総会葉書代

消耗品費支出 ¥6,000 ¥6,000 ¥0
印刷 製 本 費支 出 ¥140.000 ¥0 雪つばきだより印刷代

諸謝金支出 ¥50,000 ¥50,000 ¥0
校 友会 周 年事 業積 立 ¥200.000 ¥0

雑支出 ¥1,000 ¥1,000 ¥0

②管理費支出 ¥120。 000 ¥280.500 ¥-160。 500
会 議 費支 出 ¥120,000 ¥-160.500 サラト年間契約費
交際 晉支 出 ¥0¥0 ¥0
旅費交通費支出 ¥0 ¥0 ¥0
消耗 品費 支 出 ¥0 ¥0 ¥0
貸借料支出 ¥0 ¥0 ¥0
雑 支 出 ¥0 ¥0 ¥0

支出合計 ¥757.000 ¥898.669 ¥-141.669



令和 3年度総会

第 5号議案

1)校友会新役員の選出

令和 4年度より、次の 3名 を新役員に選出する。

相澤 萌々子

榎 志佳

古澤 歩


