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2021年度早稲田応用化学会中部支部WEB総会

第１号議案：2020年度事業報告

第２号議案：2021年度事業計画

第３号議案：2020年度会計報告と2021年度予算案

第４号議案：中部支部会則の改訂

第5号議案：“若手部会（仮称）”の立ち上げについて
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開催案内メールでお知らせしましたように、総会はWEB上での開
催とし、書面表決と致します。
以下の総会議事を閲覧の上、提出議案1から５のいずれかに反対の会
員は、下部の投票欄より送信下さい。賛成の会員は送信の必要があり
ません。

上記議案に反対される会員は、会員番号、氏名および反対理由をご記入
の上、メールによる投票送信をお願いします。
投票は、２０２１年５月１７日をもちまして締め切らせて戴きます。

メールによる投票送信先はこちらへ。
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活動
分類

実施日 実施内容
参加
人数

役
員
会

2020年
11/21

＊コロナ禍のため、三密を避け、48人定員の広い部屋で実施。
・中部支部会則改訂の件、審議、承認。
・第一回本部役員会の内容報告。
・小林幹事（愛知県担当）の退任と顧問就任の承認。

１１

2021年
２/2０

（ZOOM会議）

・第二回本部役員会の内容報告。
・2021年度支部事業計画（案）及び2021年度支部予算案の
審議、承認。

・木内幹事（岐阜県担当）の就任と顧問就任の承認。
・新役員 植村幹事（愛知県担当）の就任承認。

８

総
会

2020年
8/1９

（WEB総会）

・2019年度支部事業実績および2020年度事業計画案の審議。
・2019年度支部決算報告および2020年度予算案の審議。
・支部執行部交替の件、審議、承認。

第1号議案：2020年度事業報告

1号-1）役員会開催実績
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１．春の交流・講演会→COVID-19により中止
（総会に合わせて開催予定であったが、WEB総会となったため）

２．秋の交流・講演会→ COVID-19により中止

３．関西支部総会・懇親会出席→ COVID-19により中止

４．支部（中部及び関西）活動PRパンフレットの卒業生への配布
（本部経由）

1号-2）交流・講演会その他の活動実績
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事業目標：一層の会員相互の親睦と情報交換

１．交流・講演会の活性化（目標参加者30人/回）
・「交流・講演会」２回/年の開催継続。

域内外を含む種々のジャンルからのプレゼンターおよび現役教授の講師招聘。
・若手現役会員の参加拡大への取り組み強化。

「若手部会（仮称）」の立ち上げ準備と若手会員への広報活動の強化。
・支部PRパンフレットの配布 （本部経由での案内）

２．活動計画
・中部支部総会 1回/年（期首）
・交流・講演会 2回/年（春季、秋季）
・定期役員会 4回/年
・関西支部との交流 ２回/年（双方の総会に役員を派遣して交流を図る）

３．活動基盤の強化
・WEB会議の積極的導入とSNSの利用環境整備
・コロナ禍収束後の支部の活動手法見直し（対面での交流とリモート活動の併用を探る）
・若手部会（仮称）の立ち上げ準備（第５号議案参照）

４．会費納入のPR
・支部活動の中で地道な広報活動の継続。
・役員の同期会や研究室OB会出席時での口コミ活動。

５．本部との連携緊密化
・応化会１００周年記念事業準備への協力

第２号議案：2021年度事業計画
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費 目
2020年度
予算

2020年度
実績

実績詳細内訳
2021年度
予算案

役員会・講演会
室料他

98,637 21,620
イオンコンパス 室料
ウインクあいち 室料

96,000

役員会議費 48,000 5,760 6名1回 48,000

交通費 28,000 0
関西支部出張2名：
COVID-19で中止

28,000

講師お車代 60,000 0 COVID-19で中止 60,000

事務諸費 2,500 2,823 切手・事務用品代他 5,000

合 計 237,137 30,203 237,000

本部よりの入金 126,176 9/23 本部より入金

繰越金 206,934 2021年度へ繰り越し
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第3号議案：2020年度会計報告と2021年度予算案 単位：円/年
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第４号議案 中部支部の会則変更に関して

新 (2021/3)旧

役員名

支部長 友野 博美
副支部長兼事務局長 服部 雅幸
幹 事 浜名 良三 （三重地区担当）

小林 俊夫 （愛知地区担当）
木内 一壽 （岐阜地区担当）
金原 和秀 （静岡地区担当）

理 事 柿野 滋 上宮 成之
谷口 至
大高 康裕 藤井 髙司
加藤 啓 山本 瑛祐

監 事 山崎 隆史
顧 問 後藤 栄三 三島 邦男

堤 正之 白川 浩

役員名

支部長 友野 博美
副支部長兼事務局長 服部 雅幸
幹 事 浜名 良三 （三重地区担当）

植村 裕司 （愛知地区担当）
上宮 成之 （岐阜地区担当）
金原 和秀 （静岡地区担当）

理 事 柿野 滋 谷口 至
大高 康裕 藤井 髙司
加藤 啓 山本 瑛祐

監 事 山崎 隆史
顧 問 後藤 栄三 三島 邦男

堤 正之 白川 浩
小林 俊夫 木内 一壽

4号の１） ［役員リスト］
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4号の２） 中部支部の会則変更に関して（その１）

新旧

第１章 総則
第１条 本会は早稲田応用化学科会中

部支部と称する（略称「早化会」）
。

第２条 本会の連絡先は支部長の指定
した次の場所に置くものとする。
連絡先； 代表幹事

第１章 総則
第１条 本会は早稲田応用化学科会

中部支部と称する（略称「早化
会」）。

第２条 本会の連絡先は支部長の指
定した場所に置くものとする。
連絡先； 事務局長（不在時

は支部長）

第３章 会員
第５条 本会は早稲田応用化学会会則

第2章第4条に定める会員で、愛
知県、三重県、岐阜県及び静岡
県に在住する者とする。

第３章 会員
第５条 本会は早稲田応用化学会会則第

2章第4条に定める会員で、愛知県、
三重県、岐阜県及び静岡県（三島市
以西）に在住する者とする。
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4号の３） 中部支部の会則変更に関して（その２）

新旧

第６章 会計
第２３条 本会の運営に関わる経費、即

ち、通信費、資料印刷費、会場借
用費等（以下運営経費）は応用化
学会本部経費をもって支弁される
。

２ 前項以外に発生する費用、即
ち、懇親会費、会食費、交通費等
は発生時に当該会員が負担する
。

３ 本会の会計業務は、事務局が
これを行う。事務局長は本会名義
の銀行口座を管理し、銀行に対し
ては会計上の代表者として登録
を行う。

第６章 会計
第２３条 本会の運営に関わる経費、即

ち、通信費、資料印刷費、会場借
用費等（以下運営経費）は応用化
学会本部経費をもって支弁される
。

２ 前項以外に発生する費用、即
ち、懇親会費、会食費、交通費等
は発生時に当該会員が負担する
。
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早稲田応用化学会 濱新会長の活動基本方針の一つに、

「全世代にとって魅力ある応化会活動への進化」

があります。

中部支部としましても、従来より「若手会員の支部活動への参加推進」を

掲げて中部地域で活躍中の若い講師の方をお呼びして講演会を開催するなど

様々な努力を重ねて参りました。そんな中、応化会本部におきまして、若手

会員による自主的な活動がスタートしていることを知りました。そこで、

中部支部に於いても“若手部会”（仮称）を立ち上げて、若手会員の皆様の

自主的な交流、意見交換の場を設け、交流・講演会の講師候補の推薦をはじめ

新鮮な視点からのご提案をいただき、支部活動に反映してゆきたいと考えて

おります。

本総会に於きまして、会員皆様のご賛同をいただけましたら、本部基盤

委員会ともご相談の上で、若手の理事を中心に会の立ち上げ準備に入りたい

と考えております。以上、“若手部会”（仮称）の立ち上げに関するご提案

につきまして、ご判断を宜しくお願い致します。
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第５号議案：“若手部会”（仮称）の立ち上げについて


