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令和３年度 事業報告 

１ 令和３年度 第１０回総会の開催 

本会の令和３年度 第１０回総会は、令和２年度と同様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防 

止への対応のため、議案をホームページに掲載し、会員からのご意見を受け付けるとともに賛否

を問う方法で実施いたしました。 役員会で承認した議案を、成安造形大学のホームページに掲載

いたしました。 

総会においては、令和２年度事業報告案、令和２年度決算報告案、令和３年度事業計画案、令和３

年度予算案など計５議案が審議され、いずれも役員会提案どおり承認されました。第１０回総会

の議案は、次のとおりです。 

 

【第１０回総会議案】 

 第１号議案 令和２年度 事業報告案 

 第２号議案  令和２年度 決算報告案  

第３号議案  令和２年度 監査報告案 

第４号議案  令和３年度 事業計画案 

第５号議案  令和３年度 予算案 

 報告事項１  令和３年度 新入会員について 

 報告事項２  本会役員の学校法人京都成安学園監事就任について 

 報告事項３  本会役員の学校法人京都成安学園特別顧問就任（重任）について 

 報告事項４  学校法人京都成安学園創立１００周年記念事業について 

 

２ 聚英会会報 第１０号の発行 

本会の会報「聚英会会報」第１０号を、他の団体の会報とともに、京都成安学園 学園報『SEIAN』

（Vol.9）に合冊して発行いたしました。 

会報では、令和３年度 第１０回総会報告、本会独自財源の保有に向けた寄付金募集のお礼とお

願い、学園創立１００周年記念事業関連企画「聚英会展」開催案内など掲載いたしました。 

なお、総会議案の詳細につきましては、本会ホームページに掲載いたしました。 

 

３ 会員親睦行事 

   令和３年度の会員親睦行事は、新型コロナウイルス感染症の収束の見とおしが立たないことから、

開催を中止いたしました。 

 

４ 京都成安学園創立１００周年記念事業関連企画「聚英会展」の開催 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和２年度の開催を延期いたしました本会

主催の記念展覧会「聚英会展」を下記のとおり開催いたしました。 

・会期 令和３年９月２１日（火）から１０月２日（土）まで 

 日・月曜日・祝日休館 / 午前１１時から午後５時まで  

・会場 成安造形大学「キャンバスが美術館」ライトギャラリー 

   ・出品会員 大野俊明、岡本里栄、久保田繁雄、研義治、花山智久、星野髙志郎、溝辺行雄、明界

要介（敬称略） 
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令和３年度 決算報告 

 別紙１「令和３年度 決算書」のとおり。 

 

令和３年度 監査報告 

 別紙２「令和３年度 監査報告書」のとおり。 

 

令和４年度・令和５年度 役員選出 

                                          敬称略 

役職名 前期 役員氏名（在籍学校名等） 当期 役員氏名（在籍学校名等） 

会長 花山 智久（短大）  花山 智久（短大）     【再任】 

副会長 

草木 輝子（幼稚園）  草木 輝子（幼稚園）    【再任】 

辻 喜代治（短大・大学）  辻 喜代治（短大・大学）  【再任】 

溝辺 行雄（高校）  溝辺 行雄（高校）     【再任】 

幹事 

西川 卓哉（事務）  西川 卓哉（事務）     【再任】 

星野高志郎（短大）  星野高志郎（短大）     【再任】 

人長 信昭（大学）  人長 信昭（大学）     【再任】 

宮本  裕（高校）  宮本  裕（高校）     【再任】 

柏原 知博（中学・高校）  柏原 知博（中学・高校）  【再任】 

四方 功一（短大）  藤野 一郎（事務）     【再任】 

藤野 一郎（事務）  寺下 美子（事務）     【再任】 

寺下 美子（事務）  西久松吉雄（大学）     【再任】 

西久松吉雄（大学）  小林 佳代（高校）     【再任】 

小林 佳代（高校）  撫養とし子（事務）     【新任】 

－  － 

－  － 

庶務会計 
小林奈緒子（事務）  小林奈緒子（事務）     【再任】 

田辺 季子（事務）  田辺 季子（事務）     【再任】 

監事 
三浦 常治（事務）  三浦 常治（事務）     【再任】 

蓑輪 淳子（事務）  蓑輪 淳子（事務）     【再任】 

名誉顧問 

瀬尾 雅也（短大・幼稚園） 

南元 昭治（中学・高校）  

植田 耕治（中学・高校） 

有馬 忠広（短大） 

名誉会長 （空席） 
 

【役員任期】 

   任期の開始日：令和４年度 総会日（令和４年６月３日 注） 

   任期の満了日：令和６年度 総会日 
 

   注 総会議案のホームページ掲載期間の最終日 
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令和４年度 事業計画 

１ 令和４年度 第１１回 総会の開催 

本会の令和４年度 第１１回総会は、令和３年度と同様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止への対応のため、議案をホームページに掲載し、会員からのご意見を受け付けるとともに賛否

を問う方法で実施しました。 

役員会で承認した議案を、令和３年５月１９日（木）から６月３日（金）までの間、成安造形大学

のホームページに掲載いたしました。 
 

 【第１１回総会議案】 

  第１号議案 令和３年度 事業報告案 

   第２号議案 令和３年度 決算報告案 

   第３号議案 令和３年度 監査報告案  

   第４号議案 令和４年度・令和５年度 役員選出案 

第５号議案 令和４年度 事業計画案 

   第６号議案 令和４年度 予算案 

報告事項１ 令和４年度 新入会員について 

   報告事項２ 本会役員の学校法人京都成安学園特別顧問就任（重任）について 

 

２ 本会独自財源の保有に向けた寄付金の募集 

本会は会費制を採用していないため独自の財源がないことから、引き続いて、寄付金の募集を行

います。寄付金は、会報の送付時に会員に対して振込用紙等を封入して、募集することとします。 
 
  【寄付金募集要項】 

   ・寄付金額 １口 １，０００円 ※口数指定なし 

   ・募集方法 会報第１１号とともに寄付金募集依頼文と振込用紙を会員宛に送付 
 
  【寄付金の使途】 

本会会則の規定に従い、本会の運営経費に充当します。 

 

３ 会員親睦行事の開催中止 

  令和４年度の会員親睦行事は、新型コロナウイルス感染症の収束の見とおしが立たないことから、

誠に残念ではございますが開催を中止いたします。 

 

４ 聚英会会報 第１１号の発行について 

本会の会報「聚英会会報」第１１号を、他の団体の会報とともに、京都成安学園 学園報『SEIAN』

（Vol.10）に合冊して発行いたします。 

・発行日  令和４年９月１日予定 

・掲載記事 学園創立１００周年記念事業関連企画「聚英会展」報告、会員の展覧会報告、本会へ
の寄付のお願いほか 

      ※総会報告は、本会ホームページに掲載いたします。 

 

 

令和４年度 予算 

 別紙３「令和４年度 予算」のとおり。 
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報告事項 

報告事項１ 令和４年度 新入会員について 
 
  次の方々が、新たに本会の会員となられましたのでご報告いたします。 

・撫養とし子氏【大学 専任事務職員・会員資格：令和４年４月１日】 

 令和４年３月３１日 定年退職 
 

・竜田 和男氏【大学 専任事務職員・会員資格：令和４年４月１日】 

令和４年３月３１日 定年退職 
 

・内田麻由子氏【幼稚園 専任教育職員・会員資格：令和４年４月１日】 

令和４年３月３１日 依願退職 
 

・赤井 香織氏【幼稚園 専任教育職員・会員資格：令和４年４月１日】 

令和４年３月３１日 依願退職 
 

  ・内藤(上原)結子氏【大学 任期制特別任用教育職員・会員資格：令和４年４月１日】 

令和４年３月３１日 雇用契約期間満了 
 

  ・松元  悠氏【大学 任期制助手・会員資格：令和４年４月１日】 

令和４年３月３１日 雇用契約期間満了 
 

  ・鮫島 由衣氏【大学 任期制助手・会員資格：令和４年４月１日】 

令和４年３月３１日 雇用契約期間満了 

 

報告事項２ 本会役員の学校法人京都成安学園 特別顧問就任（重任）について 
 

令和４年４月１日付けで、草木輝子本会副会長が、学校法人京都成安学園特別顧問に就任（重任）

いたしました。任期は、令和５年３月３１日までの１年間です。 

 


