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公益財団法人        ＮＯ.64(2021.6.15） 

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

 

         令和 3年度の新型コロナ対応について 

                               理事長  中村 民雄 

 昨年度は新型コロナへの対応に忙殺される中、ＯＢ・ＯＧ各位から多大なるご支援をいただき一年間

何とか乗り切ることができましたことお礼申し上げます。また、本年度は「まん延防止等重点措置」「緊

急事態宣言」と矢継ぎ早に出され、学生の生活困窮ニュースも巷にあふれる中、今のところ当会館では

館費等の支払い猶予や免除の相談はきておりませんが、何らかの支援策を考えておく必要があるように

感じています。その場合、「次年度繰越金」の充当を考えおりますが、会員の皆様から良いアイデア・ご

意見等をお寄せいただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 また、このような事態で学生が集まるか心配しましたが、12 月と 3 月の 2 回入館選考を行った結果、

男子 12 名、女子 11 名の入館を許可しました。男子は臨泊室（9 月卒対応）も使用するという満杯状況

です。また、女子は院生枠 2名が欠員となっていますので追加募集をかけていますが、学生枠としては

満杯になっています。当初は大幅な欠員が心配されましたが、何とか良いスタートができましたことを

ご報告いたします。 

 なお、4 月以降新たな段階を迎え、役員・館長・学生代表とも綿密に打ち合わせをしながら対応を模

索してきました。その第一段として取り組んだのが、食堂に二酸化炭素濃度を測る測定器を設置し、こ

まめな換気を促しています。また、これまで毎日の体温測定は個々人の自主性に任せてきましたが、男

子館（左側）・女子館（右側）の入り口にサーモ式検温器を設置し、帰館時に測定してもらい異常があっ

た場合はすぐ館長に連絡するというマニュアルを作成しました。理事長としては「やれることはやる！」

という姿勢で臨んでいますが、少し騒いだだけで近所から苦情は来るし、あまり締めつけるとストレス

が爆発し「路上飲み」されても困るし、ほどほどを模索しながら綱渡りの毎日が続いています。 
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公益財団法人三河郷友会ＯＢ・ＯＧ会の活動報告 

令和 2 年度事業報告並びに決算書（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

１．令和 2年 4月 1日、ＯＢ11名・ＯＧ9名を新たに卒館生として迎えた。 

２．ホームページ「三河の友」に学生・ＯＢ・ＯＧ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、前年度に引き続き「ゆうちょ銀行」に積立てた。 

４．令和 2 年 11 月 22 日に予定していた創立 120 周年記念の第 36 回ＯＢ・ＯＧ総会は開催できなか

った。その代わり、理事・評議員懇談会を開きコロナ下での対応方針を確認した。 

５．『公益財団法人三河郷友会会報』は、第 62・63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 

  600,000 

  300,000 

   1,000,000 

     15,000 

   10,000 

    974,864 

   675,000 

    360,000 

  1,500,000 

          0 

        0 

    974,864 

   75,000 

     60,000 

    500,000 

△   15,000 

△   10,000 

          0 

3,000円×225口 

 5,000 円× 72口 

20,000 円× 75口 

 7,500 円×  0冊 

  

     計   2,899,864   3,509,864   610,000  

 

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 

    250,000 

     50,000 

     50,000 

     30,000 

   1,000,000 

   1,119,864 

   381,600 

   195,852 

    27,554 

    27,038 

    40,261 

 1,500,000 

 1,337,559 

△  18,400 

△  54,148 

△  22,446 

△  22,962 

10,261 

 500,000 

 217,695 

ＨＰ維持経費 

切手・はがき代 

会報(NO62.63)印刷費 

ノートン・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 

   2,899,864  3,509,864   610,000  

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金 2,000,000 円（令和 2年 3月 31日現在） 

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金 1,500,000 円（令和 3年 3月 31日現在）積立加算 

 

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

１．令和 3年 4月 1日、ＯＢ9名・ＯＧ9名を新たに卒館生として迎える。 

２．ホームページをリニューアルして学生・ＯＢ・ＯＧの活動を掲載し、積極的な広報活動を行う。 

３．特定費用準備金としての「改築改修積立金」は、本年度も「ゆうちょ銀行」に積立てる。 

４．令和 3 年 11 月 14 日、昨年開催できなかった第 36 回ＯＢ・ＯＧ総会を三河郷友会食堂で開催す

る。開催できなかった場合は理事・評議員懇談会に切り替え、管理運営について今後の方針を確認

し、「館生の館費等の支払い猶予・免除」について対応策を協議することとする。 

５．『公益財団法人三河郷友会会報』は、第 64・65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 

  600,000 

  300,000 

  1,000,000 

     15,000 

   10,000 

    974,864 

   600,000 

    300,000 

  1,000,000 

     15,000 

     10,000 

  1,337,559 

      0 

          0 

          0 

        0 

       0 

  362,695 

3,000円×200口 

 5,000 円× 60口 

20,000 円× 50口 

 7,500 円× 2冊 

 総会の残金等 

     計   2,899,864   3,262,559   362,695  

 

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 

    250,000 

     50,000 

     50,000 

     30,000 

  1,000,000 

  1,119,864 

   800,000 

   250,000 

    50,000 

    50,000  

    40,000 

 1,000,000 

 1,072,559 

  400,000 

     0 

          0 

          0 

     10,000 

       0 

△   47,305 

ＨＰリニューアル維持経費 

切手・はがき代 

会報(NO62.63)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 

   2,899,864  3,262,559   362,695  

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金 2,000,000 円（令和 2年 3月 31日現在） 

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金 1,500,000 円（令和 3年 3月 31日現在） 

 

令和 2 年度会費納入者一覧（令和 2年 11月 1 日～令和 3年 3月 31 日） 

   （金額を入れず、会費の種類・口数のみ書きますのでご了承ください） 

石川 勝己（普） 鷹野 徹也（普） 中根 守久（普） 大林 市郎（普特） 山本 智永（普改 1） 

川嵜 英輝（普特改 1） 稲垣 光治（普） 安藤良之介（普改 1） 伴 謙吾（普） 加藤 定彦（普）   

川澄  渚（普） 加藤 起己（普） 山田 渉（普特） 太田 博隆（普）  柴田 裕（特） 

安川 彰吉（普） 縣  誠司（普） 小原 意精（普） 星野 君夫（特 2） 村木 央明（特） 

富川  学（普） 河合 航（普） 藤井 和義（普） 坪根  隆（普） 中野 旭（普） 

高木 謙介（普） 岩崎 仁（普） 大竹 克紀（普） 松永 洋明（普） 小野 原士（普） 

上田 明広（普特改 1） 加藤 康雄（普） 井上 英二（普） 榊原 潤（普） 山本 和敏（特） 

天白 正孝（普） 井野 光泰（特） 後藤 俊広（普特） 松田 健（普） 石田 康雄（普） 

米田 吉孝（普） 安田 隆清（普） 渡邉 光（普） 吉見 卓郎（普） 山本 竜夫（普） 

加藤 盛芳（普） 尾崎 雅輝（普） 渥美 桃子（普） 鈴木 義久（普） 金子蒼一郎（普） 

荒牧  功（特） 鈴木理梨子（普） 鈴木啓一郎（普） 柴田 憲広（普特） 近藤 健太（普） 

藤田 魁人（普） 太田 玲和（普） 眞弓 隆治（普） 青木 一正（普） 小笠原啓介（特） 

大嶋 一精（改 15） 伊藤 未結（普） 都築 豪（普特） 河合雄一郎（普） 山田 喬（普） 

財津 淳毅（特） 近藤 啓勝（普） 永井  寛（普） 尾崎 哲則（特改 1） 都築 重和（普） 
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古澤 龍平（普） 淺井  誠（普） 岩月 一詞（普） 新美 英樹（普） 杉浦 康志（普） 

稲垣 裕章（普特） 長浜 隆（普） 本多 右京（普） 佐橋 祐亮（普） 浅井 卓二（普） 

神谷 寿興（普） 宮脇 正夫（普） 神谷 英樹（普） 鈴木 隆樹（普） 渡辺 時啓（普） 

竹内 精司（普） 才木 康裕（普） 森下 三嗣（普） 高橋 右一（特） 中川 貴央（普特） 

高原 雅美（普特改 1）永田 雅克（普改 1）川嵜 隆治（普特） 加藤 圭悟（普） 竹内義人（特） 

杉山 晃浩（普） 藤田 魁人（普） 姫野 健二（普） 成瀬 重行（普） 大谷 重信（普） 

杉山 葵（普） 市川 薫（普特改 1） 中根 隆裕（普改 1） 杉浦 隆（改 1） 尾崎 洋二（普）   

生田 直樹（普特） 真木 弘（普） 都築 慎治（普改 1） 山中 賢一（普） 森下 三嗣（普） 

 （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３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「学生支援金等」に計上します。 

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

 令和 3年度は昨年できなかった入学式を一年遅れで実施し、通常の対面授業が始まった矢先、4月 25

日には「緊急事態宣言」が発令され、せっかく通い始めた大学も休校やオンライン授業に切り替わり、

落ち着くヒマのない学生生活となってしまいました。 

ただ、どこの大学も昼間の授業時間は三密を避けた対面授業を行い、検温や消毒といったコロナ対策

を行っています。また、サークル活動には制限をかけているため、学内では「たむろ」できず何処かへ

消えてしまい、その後何をしているか把握できないのが大学側の悩みになっているようです。三河郷友

会学生会館でも夜遅く帰ってきて大声を出している館生が若干いますが、気の合った館生同士で焼き肉

をしたりカレーをつくったり、屋上で焼きそば（食堂で調理）を食べたり、工夫しながらコロナ下の生

活をおくっています。アパートに一人で住んでいるのとは違い、会館内には誰か彼かおり、塞ぎ込んで

退学・退館する学生が出ていないことにまずはホッとしています（油断大敵・・・）。                             

（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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