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公益財団法人        ＮＯ.60(2019.5.20） 

三河郷友会会報   三河郷友会ＯＢ会                                         

 

          男子館（通称：新館）の耐震改修工事完了 

                                 理事長  中村 民雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年 11月 30日、男子館（通称：新館）の耐震改修工事が完了し、工事を請け負ってくれました徳倉

建設より引き渡されましたことをＯＢ・ＯＧの皆さんにご報告申上げます。 

 今回の改修工事で一番大きかった箇所は、寮庭側と駐車場側を鉄骨補強することでした。工事期間は

暑い盛りの 7 月から 11 月いっぱいで、エアコンが使えなかったり、風呂の改修にともないシャワーし

か使えなかったり、外壁を壊したり・削ったりで騒音に悩まされながらも学生は皆我慢してくれました。

長年の懸案がまた一つ片づいて、ひとまずホッとしています。 

 次に、この耐震改修工事の資金繰りについてご報告します。これまでＯＢ・ＯＧの皆さんから改築改

修積立金（1口 20,000円）としてご寄付頂いた 340万円を頭金とした 3,264万円の自己資金と、銀行か

らの 3,000万円の借入金によって賄いました。銀行への返済金は駐車場収入を充て、年 600万円、５年

で返済完了を予定しています。女子館建築の借入金返済と耐震改修工事で改築改修積立金は底をついて

しまいましたが、来年度中には令和 16（2034）年度の男子館建替え工事に向けた資金計画を確定したい

と思っています。また、来年は三河郷友会創立 120周年の年でもあり、記念事業として男子館の外装・

防水工事を予定しています。この事業に向けても皆様のご支援・ご協力の程よろしくお願い申上げます。 

 昭和・平成と耐え続けた男子館もとうとう「令和」の時代に入ってしまいました。人生 80 年（最近

は 100年とも謂われますが）、男子館は少なくとも令和 16年を目指して労っていきたいと思います。 
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公益財団法人三河郷友会ＯＢ・ＯＧ会の活動報 

平成 30年度事業報告並びに決算書（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日） 

１．平成 30年 4月 1日、ＯＢ12名・ＯＧ3名を新たに卒館生として迎え入れた。 

２．ホームページ「三河の友」に学生の活動を掲載し、広報活動を積極的に行った。 

３．特定費用準備金としての「改築改修積立金」は、耐震改修工事費に全額繰入れた。ただし、今年

度分については新たに積立を開始した。 

４．平成 30年 11月 25日、第 34回ＯＢ・ＯＧ総会を三河郷友会食堂で開催し、ＯＢ・ＯＧ30名、学

生 14名の参加があった。 

５．『公益財団法人三河郷友会会報』は、第 58・59号を発行した。 

 

収入の部 

  予 算 額  決 算 額   差  異 備      考 

 普通会費 

 特別会費 

 男子館改築積立金募金 

 創立百年史売上金 

 雑収入 

 前年度繰越金 

  450,000 

  300,000 

    800,000 

     15,000 

   10,000 

    634,762 

   645,000 

    380,000 

  1,030,000 

     22,500 

      5,276 

    634,762 

195,000 

 80,000 

230,000 

 7,500 

△  4,724 

         0 

3,000円×215口 

 5,000円× 76口 

20,000円× 51.5口 

 7,500円× 3冊 

 総会の残金等 

     計   2,209,762   2,717,538  507,776  

支出の部 

 予 算 額  決 算 額 差  異 備   考 

ＨＰ維持運営費 

 通信・連絡費 

 印 刷 費 

 事務用品費 

 振込手数料 

 改築資金積立金 

 次年度繰越金 

  400,000 

    200,000 

     50,000 

    220,000 

     25,000 

    800,000 

    514,762 

   406,360 

   240,884 

    40,370 

    39,698  

    25,410 

 1,000,000 

   964,816 

  6,360 

  40,884 

△   9,630 

△ 180,302 

     410 

 200,000 

 450,054 

ＨＰ維持経費 

切手・はがき代 

会報(NO58.59)印刷費 

インク代等 

振込手数料 

財団積立金として積立 

次年度への繰越金 

   2,209,762  2,717,538  507,776  

＊改築改修積立金：りそな銀行茗荷谷支店定期預金 3,400,000円（耐震改修工事費に全額組入れた） 

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金     1,000,000円（新規） 

  

令和元年度事業計画並びに予算書（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

１．平成 31年 4月 1日、ＯＢ11名・ＯＧ11名を新たに卒館生として迎え入れる。 

２．ホームページ「三河の友」に学生の活動を掲載し、広報活動を積極的に行う。 

３．特定費用準備金としての「改築改修積立金」は、前年度に引き続きゆうちょ銀行で新たに積立を

開始する。 

４．2019年 11月 24日、第 35回ＯＢ・ＯＧ総会を愛知県（岡崎市）で開催する。 

５．『公益財団法人三河郷友会会報』は、第 60・61号を発行する。 
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収入の部 

  前 年 度  今 年 度   差  異 備      考 

 普通会費 

 特別会費 

 男子館改築積立金募金 

 創立百年史売上金 

 雑収入 

 前年度繰越金 

  450,000 

  300,000 

    800,000 

     15,000 

   10,000 

    634,762 

   540,000 

    300,000 

    800,000 

     15,000 

     10,000 

    964,816 

   90,000 

          0 

          0 

        0 

       0 

  330,054 

3,000円×180口 

 5,000円× 60口 

20,000円× 40口 

 7,500円× 2冊 

 総会の残金等 

     計   2,209.762   2,629,816   420,054  

 

支出の部 

 前 年 度  今 年 度 差  異 備   考 

ＨＰ維持運営費 

 通信・連絡費 

 印 刷 費 

 事務用品費 

 振込手数料 

 改築資金積立金 

 次年度繰越金 

  400,000 

    200,000 

     50,000 

    220,000 

     25,000 

    800,000 

    514,762 

   400,000 

   200,000 

    50,000 

   220,000  

    25,000 

   800,000 

934,816 

        0 

     0 

          0 

       0 

          0 

       0 

  420,054 

ＨＰ維持経費 

切手・はがき代 

会報(NO60.61)印刷費 

パソコン,インク代等 

振込手数料 

財団積立金として積立 

次年度への繰越金 

   2,209,762  2,629,816   420,054  

＊改築改修積立金： 平成 30年度「ゆうちょ銀行定額貯金 1,000,000円」積立 

 

平成 30年度会費納入者一覧（平成 30 年 9月 11 日～平成 31年 3月 31 日） 

    （この号から金額を示さないで会費の種類を書くことにしますのでご了承ください。） 

林  全宏（普） 松井 敏夫（普） 杉浦 嘉久（普特） 戸谷 市三（改 2） 前田 裕己（普）

縣  誠司（普） 竹内 義人（特） 加藤 康雄（普） 井上 英二（普） 山口 廸彦（普） 

南崎 仁志（普） 吉見 伝一（普） 浅井 和彦（普） 安田 隆清（普） 曽田 悦正（普） 

鈴木 敏彦（普） 鈴木壮一郎（普） 安藤  充（普 2） 川出伊左男（普） 江崎 晢（普） 

曽田 邦義（普） 永井  寛（普） 小野 原士（普）  前川 博久（普） 天白 正孝（普） 

吉見 克夫（普） 東 理恵（普） 杉浦 健也（特 2） 大坪ひろし（普特） 古澤 龍平（普） 

川澄  渚（普） 川嵜 英輝（普特改 1） 小澤 洋介（改 2） 荻野 寿喜（普） 黒柳 英明（普） 

榊原 邦恭（普） 山本 竜夫（普） 尾崎 良康（普） 井上 允彦（普） 稲垣 光治（普） 

神谷 基恒（改 1） 鈴木 義久（普） 村松  誠（普） 荒牧  功（特） 成瀬 重行（普特） 

片山 未遙（普） 石河 輝道（普） 近藤 範雄（普） 小原 好雄（普） 浅岡 林平（普） 

浅井 和彦（普） 橋本 謙藏（普） 竹内 精司（特） 梅田 尚志（特） 近藤 暘司（普 3） 

柴田  裕（特） 金子蒼一郎（特） 岩月 一詞（普） 田鎖 義孝（普） 鈴木 慎平（特） 

辻 稜一朗（普） 坪根  隆（普） 財津 敦毅（特） 久田 敏樹（普百） 大谷 重信（普） 

加藤 盛芳（普） 村田 承子（普） 吉見 卓郎（普） 磯村 真人（特） 都築 慎治（改 1） 

加藤 起己（普） 多崎  央（普） 藤井 和義（普） 金田 季三（普） 小野 原大（普） 
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都築 重和（普） 尾関 香織（普） 松田 健（普改 1） 勝部 敦史（普） 清水 健至（普） 

渥美 桃子（普） 尾崎 哲則（普特改 1） 森 彩乃（特） 浅井 重雄（特） 朝日奈邦博（普） 

笠田 優奈（特） 稲垣 琢巳（普） 片岡 大到（改 1） 尾崎 雅揮（普） 福間  淳（普） 

竹中 洪二（普特） 竹中 洪二（改 3.5） 後藤 俊広（普特 2） ＯＢ・ＯＧ総会残金 5,276円 

近藤 啓勝（普） 新美 英樹（普） 山中 賢一（普） 神谷 寿興（普） 市川 薫（普特改 1） 

山本  親（特） 森下 三嗣（特） 伴  謙吾（普） 都築 幸夫（普） 大木 康裕（普） 

宮脇 正夫（普） 平野  元（特 2） 岩本 文彦（普特改 1） 中根 隆裕（普改 1） 

杉浦  隆（改 1） 熊谷 詔男（普） 兼子  聡（普） 村田 年彦（普） 青木 一正（普） 

河合雄一郎（普） 熊谷 韶男（改 1） 

 （普）：普通会費  （特）：特別会費  （改）：改築積立金  数字：会費の口数 

 

 

        令和元年度会費納入のお願い 

 三河郷友会ＯＢ会会則にもとづき、令和元年度の会費をご納入下さいますようお願いします。 

 なお、ご入金は郵便振替（００１５０－８－２７４３４ 三河郷友会ＯＢ会）でお願いします。 

        

       普通会費           ３，０００円 

       特別会費（１口）       ５，０００円 

       男子寮改築積立金（１口）  ２０，０００円 

       ＊（公益財団法人三河郷友会で「改築改修積立金」として積立てます） 

       創立百年史（残部僅少）    ７，５００円 

＊なお、特別会費等の繰越金についても金額が大きくなった場合、公益財団法人三河

郷友会へ寄付し、「特定費用準備金（改築改修積立金）」に計上します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・＜あ と が き＞・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 前号から、『公益財団法人 三河郷友会会報』として館生および館生の保護者の皆さまへも配布させ

ていただいております。また、会費納入者一覧に載せる氏名と金額については、今回から金額は掲載せ

ず、氏名と種類別（普通会費は（普）、特別会費は（特）、改築積立金は（改）と略称）に変更させてい

ただきましたので何卒ご了解下さいますようお願いします。また、三河郷友会は公益財団法人ですので

豪華な返礼品はございませんが、「改築改修積立金」は確定申告時に当財団が発行する証明書を提出す

ると優遇措置が受けられます。返礼品のかわりに郷土の後輩達への将来投資だと思ってご協力ください

ますようお願い申上げます。 

 なお、前号に掲載した「三河郷友会東京寄宿舎の創立」の続きは次号送りとします。 

                               （理事長 中村民雄）                  

                 ＯＢ会事務局   〒112-0002 

                             東京都文京区小石川 5-19-37 

公益財団法人 三河郷友会内                                                                                                     

info@mikawagoyukai.net 

                              http://www.mikawagoyukai.net 

 TEL 03-3946-0342（館長：酒井） 
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