
45

本15 田中　捨男
本18 辻本　勇
本23 北村　謙一
本24 水尾　隆一

大4
高橋　哲 苅田　修
吉田　勇雄

大5
滋野　嘉彦 丹羽　茂夫
寺田　喜代彦 早瀬　研
近藤　隆弘

大6

川端　忠信 山内　弘之
冨岡　進 髙橋　行彦
中山　尚男 上川　憲一郎
松居　忠雄 友繁　哲也

大7
酒井　準三 桜木　信一郎
小笠原　哲郎 松浦　義敬

大8
橋内　浩太郎 河原﨑　貞弘
赤田　堅

大9
吉本　哲明 興津　成實　◎
細井　専司

大10 中川　英生

大11

上田　弘道 纐纈 (井上 ) 謙三
戸下　悦収 本田　貞彦
井坂　文彦 西川　龍夫
肥田　興一 河野　守道
山田　順啓

大12

岩垣　利忠　◎ 木船　一男
黒田　國義 真田　啓志
潤田　久志 織田　和久
戸田　一雄 佐藤　邦夫

大13

羽森　隆 城田　則雄
酒井　基行 渡辺　宏
嶋田　瑛一 河原　正明
福井　陽一郎

大14
大西　久一 平山　邦彦
荒島　康守

大15

小川　宏明 棚橋　猛◎
河野　東作 森　喜和
清水　宏 鶴見　芳令
小川　宏明 大南　明博
別役　重孝

大16

吉田　博全 大西　邦夫
河股　昭泰 重田　義男
松島　萬三孝 嶋多　優
油谷　邦治 佐伯　攻一

大17 松岡　正親

大18
正田　一市 小野　晶生
山中　邦泰

大19

樫木　豊明 鈴木　敏夫　◎
小林　幸一 髙屋　正史
西村　孝一　◎ 小山　孝男
山田　督　　◎ 駒井　久夫
森下　雅夫 大菅　治
小川　広雄 下村　倫生

大20

下前　壽孝 内山　保生
矢野　幹雄 儀間　清孝
長谷川　力雄 鶴見　芳令
藤原　信治 北川　清和
森脇　幸夫

大21

川嶋　正隆 寺島　康雄　◎
福岡　守 杉野　向由
射場　茂喜 秋道　達夫
松井　章 岩﨑　和文
林　匠 宮本　義行
松居　義治 荒木　精一
氏名不明

大22

原　幹夫 若園　清和
佐藤　行伸 高橋　亮
大崎　哲嗣 中村　幸文
森　仁士 井村　拓真
山中　太一 松村　二郎　◎

大22 寺村　聖一

大23

松田　孝造 辻中　弘明
榎原　徳行 峯森　章
吉田　武 辻岡　榮一
大矢　武史 出口　裕康
森　重道 亀川　節
笹山　明彦

大24
阪野　祐一 出口　義祐
伊部　己代二 大山　明
黒田　康久

大25

増田　武利 木村　守
今　義嗣 北本　和志
岡本　善英 吉本　隆弘
西尾　武記

大26

吉田　雅昭 三原　正晴
飯田　昌清 鈴木　栄二
別府　忠司 中村　史郎
細川　誠市 村上　茂人

大27

小林　薫 香川　義弘
荒谷　和秀 野田村　栄一
池内　稔 吉谷　光雄
小林　岳文 今井　健一
大岡　圭裕 長谷川　均
嶋田　一仁 辻　幸男

大28

上林　順治 池下　雅之
森　貞雄 西村　育三
北村　純一 川添　伸一郎
嶋仲　直隆 奥田　勝則
坂田　周平　◎ 下村　雅一
佐藤　正己 松浦　克之
加藤　清貴

大29
飯塚　浩彦 松田　好史
飛田　篤 夏原　彰
太田　昌伸

大30 目堅　浩久 京　里美

大30
天川　富美男 阿部　公一
寺岡　孝憲 上田　裕司

大31
川原　廣治 前川　佳嗣
曽根　成和

大32 堀田　浩實 武久　和義

大33
榊原　明彦 鷹野　大郎
嶋　孝浩

大34 安野　信之
大35 能登　英彦 西野　智寛
大36 家森　善章 森　直之

大37
藤田　敬治 片岡基宏
足立　哲也 永瀬　敦彦

大40 近山　明紀　 小林　弘樹　◎
大41 塩谷　昌史
大42 小川　博司

大43
藤木　正和 中井　学
中田　国光 山本　昌彦

大44 田井　肇

大46
市田　一誠 池田　栄司
才田　貴広

大47 家根本　桂
大48 林野　正規
大53 宮崎　雅俊
大58 林　紗陽 木村　建太
大62 成瀬　圭太
大63 宮田　光輔 香山　真有美
大67 山田　雅之
短4 石田　勇
短11 横山　光治
短17 衣目　修三
短35 野々村　文
院2 須田　邦雄
院26 國廣　英司
院36 藤岡　秀明

収　支　計　算　書 貸　借　対　照　表
自　令和３年　4 月 1 日　　至　令和４年　3 月 31 日 令和４年　3 月 31 日現在

科　　　目 内　　　容 金　　　額　 科　　　　目 内　　　　容 金　　　　額

【収入の部】 【資産の部】
Ⅰ　会費収入 現　　　　　金 手元現金 123,847
　　　支部会費収入 236 名 795,000 ゆうちょ銀行 振替口座 3,188,508
　　　総会会費収入 懇親会中止 0 資　産　合　計 3,312,355

795,000 
Ⅱ　雑収入 【負債の部】
　　　広告収入 広告掲載料　15 口 135,000 未　　払　　金 立替金未精算分 363,170
　　　雑 収 入　　　　 本部交付金 138,100 負　債　合　計 363,170
　　  273,100
　収入合計 1,068,100 【正味財産の部】
　 前年度繰越収支差額 2,959,625

【支出の部】
　　総会費 支部総会 124,525 当年度収支差額 △ 10,440
　　広報費 会報陵水おおさか 363,000
　　事務費 事務経費消耗品 50,000 正味財産合計 2,949,185
　　印刷費 会費振込総会案内 362,840
　　部会活動費 ゴルフ同好会（2年分） 100,000
　　通信費 振込料、Zoom 使用料 25,940
　　支払手数料 郵便振替手数料 52,235
　　支出合計 1,078,540

当年度収支差額 △ 10,440

前年度繰越収支差額 2,959,625

次年度繰越収支差額 2,949,185
　（正味財産）

円 円

上記の通りご報告いたします。
令和４年４月 30 日

令和４年４月 20 日

支部長	 鈴木	敏夫	
会計幹事	 杉野	向由	
　　同	 嶋仲	直隆	

監査幹事　岡本	善英
　	同　　		中井		学

監査報告書
私達は、陵水会大阪支部の決算（自令和３年 4 月 1 日至令和４年 3 月 31 日）に関して監査
を実施しました。帳簿、証憑書類、決算報告書類について監査の結果、会計処理ならびに決算
報告書を妥当なものと認めます。

陵水会大阪支部令和３年度「決算報告」

本15 田中　捨男
本18 辻本　勇
東3 澤田　清
本21 川邊　將且
工1機 藤田　修
大3 石川　章勝 辻　　俊朗
大4 高橋　哲 吉田　勇雄

大 5

滋野　嘉彦 西尾　滋
足立　和美 丹羽　茂夫
倉橋　祐佶 寺田　喜代彦
西尾	三郎

大 6
天野	健一郎 中山　尚男
川端	忠信 冨岡　進
松田　政治 上川　惠一郎

大 8 橋内　浩太郎 河原﨑　貞弘

大9
古川　忠夫 細井　専司
菊野　武定 中村　祐三
有馬　達郎 谷口　喬

大10
小柏　博美 石橋　新司
藤原　昌夫 中川　英生
奥野　義彦

大11
纐纈　謙三 西川　龍夫
河野　守道 飯田　通敬
戸下　悦収

大12
能勢　隆文 真田　啓志
岩垣　利忠 潤田　久志
黒田　國義

大13 藤野　良誠 羽森　隆
坊　　昭範

大14 平山　邦彦 荒島　康守
大 15 北川　淳也 清水　宏

大 16

前田　忠 松島　萬三孝
大西　邦夫 曽我　俊夫
佐伯　攻一 吉田　博全
河股　昭泰

大17 佐藤　和之

大19営 鈴木　敏夫 服部　一平
森下　雅夫 西村　孝一

大19済 山田　督 高屋　二郎
樫木　豊明 岸野　善嗣

大20営 平井　廣忠 長谷川　力雄
大20済 矢野　幹雄 儀間　清孝
大21営 松居　義治
大21済 村山　正博 荒木　精一

大 22 営 原　　幹夫 若園　清和
寺村　聖一 松村　二郎

大22済 森　　仁士 佐藤　行伸
大23営 榎原　德行
大23済 松田　孝造 峯森　章
大24営 出口　義祐 伊部　己代二
大 25 営 北本　和志 西尾　武記
大 25 管 井本　宗宏
大 26 営 吉田　雅昭 三原　正晴
大 26 済 飯田　昌清 村上　茂人

大 27 営 吉谷　光雄 森　　茂則
小泉　敏

大 27 済 荒谷　和秀 池内　稔
河村　康生 小林　岳文

大 28 営 池下　雅之 坂田　周平
嶋仲　直隆

大 28 管 下村　雅一

大 28 済
森　　貞雄 北村　純一
佐藤　正己 大橋　好孝
板谷　俊英

大 29 営 桑野　卓 松田　好史
安積　昌志

大 29 済 太田　昌伸

大 30 営 天川　富美男 岡野　幸男
阿部　公一

大30管 上田　裕司
大30済 五百森　幹雄 鈴木　秀利
大31営 川原　廣治
大31管 曽根　成和
大 31 済 塚田　直明 森田　雅和
大 32 営 周藤　誠 片桐　仁
大 32 済 堀田　浩實 武久　和義
大 33 営 嶋　　孝浩 鷹野　大郎
大 34 営 安野　信之
大 34 済 白子　清士
大 36 管 家森　善章
大 37 営 片岡　滋
大 37 管 片岡　基宏
大 37 済 下村　宏
大 41 会 田中　祥敬
大 45 済 前川　眞起代

大 48 会情 外村　孝行
大 51 済 永井　勝
大 52 済 寺田　喬之
大 63 企 宮田　光輔
大 63 済 吉川　茉由
大64会情 杉村　英幹
大65情管 藤本　晃太朗
大67企 佐伯　直哉

短4 石田　勇 小村　徳蔵
短13 図子　弘
短18 西岡　幸一

院31営 末吉　伸吏
院45リ 中井　誠

2022年3月現在大阪支部納付者

支部別納付状況

令和３年度 陵水会大阪支部 会費納入者一覧 （令和４年３月31日現在）

◎：大口賛助会員（1万円以上）

令和４年度陵水会大阪支部 会費納入についてのお願い
皆様のご支援のおかげで陵水会大阪支部が維持・運営できております。
ありがたく御礼申し上げます。本年度につきましても、よろしくお願い申し上げます。
別添の郵便振替用紙をご活用ください。支部会費は1口年3,000円（以上）のお願い
となっております。必ず、卒業年度もしくは卒業回と芳名を記載してください。

郵便振替口座記号番号　００９６０－０－１４８９９２
加　　入　　者　　名　陵水会大阪支部

平成29年度 納入 337名／登録1,910名 17.6％ 1,093,000円 平均3,243円
平成30年度 納入 303名／登録1,920名 15.7％ 1,020,568円 平均3,368円
令和元年度 納入 305名／登録2,010名 15.1％ 1,013,000円 平均3,321円
令和２年度  納入 228名／登録2,040名  11.1％ 797,000円 平均3,496円
令和３年度  納入 236名／登録2,029名  11.6％ 795,000円 平均3,368円

年度別支部会費  収入状況         （令和４年3月31日現在）◎：大口納入会員ご芳名（金額 1 万円以上）       （敬称	略）
大9興津成實／大12岩垣利忠／大13三谷守／大18海田周治／
大19西村孝一／大19山田督／大21 寺島康雄 ／大23辻仲弘明
大24徳山均／短5戸島利夫     
大12岩垣利忠／大15棚橋猛／大19 西村孝一／大19山田督／
大21寺島康雄／大24徳山均／大30 上田裕司 ／短5戸島利夫／
大9 興津成實／  大12 岩垣利忠／  大15 棚橋猛／  大18 海田周治    ／
大19 鈴木敏夫  ／大19 西村孝一／  大19 山田督  ／大21 寺島康雄    ／
大27 小林岳文  ／大27 橋本直志
大12岩垣利忠／大15棚橋猛／大18 ／海田周治／大1鈴木敏夫／
大19西村孝一／大19山田督／大21寺島康雄／大22湯川泰孝／
大22寺島康雄／大22松村二郎／大37下村宏／大47髙阪眞一郎／
大61岡部啓明／短5戸島利夫     
大 9 興津成實／大 12 岩垣利忠／大 15 棚橋猛／大 19 鈴木敏夫／
大 19 西村孝一／大 19 山田督／大 21寺島康雄／大 22 松村二郎／
大 28 坂田周平／大 40 小林弘樹

平成 29 年度

平成 30 年度

令 和 元 年 度

令 和２年 度

令 和３年 度

上記皆様より多額のご厚志を頂いております。ご芳名を報告し厚く御礼申し上げます。
陵水会大阪支部 役員一同

納付額順、納付額百万円以上の支部
支部目標額は、支部人数×20％×3万円	
＊納付額の支部の振分けは、本人の指定。指定のない場合は住所地の支部に振分け。
　所在地の支部例
　＜大阪支部＞大阪府・奈良県＜京都支部＞京都府＜兵庫支部＞兵庫県、＜その他＞和歌山県

1口 3万円です。3年に分割可能です。3万円に達していない方は引き続きよろしくお願い
します。5万円以上の方は陵水会館に銘板表示予定です。
2022年3月31日時点で、162名の方にご協力いただき、５，２０１，３８０円の寄付が集
まりました。ありがとうございます。

既に皆さんにご案内の通り、陵水会では母校設立100周年を祝うと共に、大学の今後の
発展を支援すべく、大学と共同で昨年7月より百周年募金(目標額2億円：個人募金1億円、
法人募金1億円 )を推進しています。
その内個人募金には、2022年 3月末現在1073名から37,693,680円 (内大阪支部会
員162名から5,201,380円 )の募金が寄せられています。
早々にご寄付いただいた皆様には、心からお礼申し上げます。
募金期間は、2024年6月まででとなっており、まだ始まったばかりです。今後、より多
くの皆様からご協力を賜りたくお願い申し上げます。
国立大学は、2006年に日本国立大学法人となり、少子化の流れもあって年々国からの運
営交付金が厳しく見直されており、長期的には大学の淘汰も危惧される状況です。そんな
運営環境の中、母校は、2017年に彦根キャンパス内に、日本で初めて統計学を教育・研
究の核とするデータサイエンス学部を新設し、さらにデータサイエンスを活用した経済学
部強化の為「ビジネスサイエンス」の展開と普及を進める等の改革を推進中です。
是非母校応援の為、陵水百周年記念事業推進協賛募金にご協力をお願いします。
募金の概要は、下記の通りです。

＜募金概要＞
１．募金受皿：公益財団法人陵水学術後援会
２．募金期間：2021年7月～2024年6月
３．募金目標：総額2億円　(個人寄付：1億円、法人寄付：1億円 )
４．個人寄付：1口3万円以上として、1口分1万円×3回分割納付可
５．その他　
　　①寄付金額が、税務上の所得控除対象となります。　　　　　　
　　②寄付者 (1口以上 )に陵水100年史贈呈
　　③謝礼品贈呈	 1万円：ポストカードセット
	 3万円：スポーツタオル
	 5万円：オリジナルバッグ
　　④5万円以上の寄付者名を、陵水会会館内銘板に掲示予定
　　⑤振替用紙には、大阪支部とご記入下さい。

　(詳細は、陵水会から配布の募金趣意書をご覧下さい。)

支部 目標額 支部人数 納付額 納付人数

東京 12,300,000 2,050 7,105,500 198

名古屋 18,500,000 3,089 5,546,000 127

大阪 17,000,000 2,845 5,201,380 162

岐阜 10,200,000 1,698 3,832,000 184

京都 14,800,000 2,469 3,530,300 89

福井 3,200,000 532 2,215,000 12

彦根・湖東 10,400,000 1,735 2,054,000 61

兵庫 10,700,000 1,777 1,725,000 47

大津・湖南 11,800,000 1,972 1,442,000 56

タイ国 その他に含む その他に含む 1,210,000 8

三重 3,800,000 639 1,198,500 27

その他 21,500,000 2,624 2,634,000 102

(134,200,000)

円 人 円 人

合	計 100,000,000 21,430 37,693,680 1073
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