
３（１）2020年度事業報告

１　第５２回みどり会総会
　・４月１３日（土）開催予定であったが、新型コロナウイルス感染対策のため回生幹事に総会資料を郵送
し、はがきで承認の有無、意見を返信する書面審議とした。（回生幹事会講演会は中止）

　　２０１９年度事業報告・決算及び監査報告　　２０２０年度事業計画及び予算案審議　
　　２０２０年度新役員の承認　選考委員会の解散　

２　定例理事会
　・毎月１回（ただし、７月、１０月は中止）
新型コロナウイルス感染対策のため、６月理事会までメールによる審議。８月はアルカディア市ヶ谷私
学会館にて開催。９月以降はオンラインによる開催。計１０回開催．

３　卒業１０周年及び２０周年クラス会
　　新型コロナウイルスの感染収束が見られないため、２０２１年度に延期を決定

４　第４回みどりカレッジ　
　・ ２０１９年度に台風のため延期となった講演（笹岡眞弓先生「災害支援とソーシャルワーク」）を２０２０年
に再度計画したが、新型コロナウイルスの感染拡大のため再び中止する。
なお、先生から寄稿いただきみどり会ニュース１４２号に掲載する。

５　みどり会ニュースの発行とｗｅｂサイトの更新
・みどり会ニュース１４１号、１４２号発行及び発送　　　　　　　　　

　　コロナ禍のため、１４１号は特別紙面を編成し、両号ともに会員全員に発送。
　・ｗｅｂサイト情報を更新（みどり会のイベントの延期、会員情報、クラス会延期のお知らせ等）。今後、み
どり会ニュース１４２号から、全ページ面をｗｅｂサイトに掲載する。

６　みどり会奨励賞の選考及び表彰
　・みどり会奨励賞受賞者７名。最優秀賞の受賞者には８月第４回理事会の会場で、表彰状と賞金を授与
し、ほか６名の方は郵送にて表彰状を送付、賞金を授与した。ｗｅｂサイトと、みどり会ニュースに記事
掲載

７　その他
　　・社会福祉学科目白校舎移転に伴い、みどり会および縦の会ロッカー内かたづけ
　　・学科研究室との連携、オンラインでの意見交換
・日本女子大学社会福祉学会は中止
・成瀬先生命日献花（３月４日予定であったが中止）

　　・会員名簿の訂正及び管理
　　・会員の慶弔への対応
　　・みどり会ニュースの取材
　　　コロナ禍のため、対面での取材を避け、電話やメールでの取材、原稿依頼となった。
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2020年度事業報告一覧

　 会　務 書　記

4月

・「第52回総会」開催（4月11日）書面審議 ・「第52回みどり会総会」書面審議記録作成

・「2020年度みどり会役員・理事名簿」作成

5月

・2020年度第1回理事会(メール審議） ・第1回理事会議事録作成

6月

・第2回理事会 (メール審議）

みどり会奨励賞審査、受賞者の決定

・第2回理事会議事録作成

7月

・第3回理事会(中止） 　

8月

・第4回理事会（アルカディア市谷私学会館にて）

・みどり会奨励賞最優秀賞受賞者に表彰状授与ならび

に賞金授与

・第4回理事会議事録作成

9月

・第5回理事会（オンライン）

・みどり会奨励賞優秀賞及び敢闘賞受賞者に表彰状送

付

・広報とみどり会ニュース打ち合わせ会（9月4日）

・第5回理事会議事録作成

10月

・日本女子大学目白校舎内みどり会ロッカーかたづけ

（10月24日）

　

11月

・第6回理事会(オンライン）

・社会福祉学科研究室久田先生,大附さん.岩垣さんと

オンラインで面談（11月19日）

・第6回理事会議事録作成

12月

・第7回理事会(オンライン）

・日本女子大学西生田校舎みどり会ロッカーかたづけ

（12月22日）　 　　                   　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・第7回理事会議事録作成

1月

・第8回理事会　(オンライン）

・鈴木智恵子さん 神奈川県文化賞受賞お祝い　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・第8回理事会議事録作成

・「第53回みどり会総会」資料作成準備

2月

・第9回理事会（オンライン） ・第9回理事会議事録作成

3月

・第10回理事会（オンライン）

・成瀬先生の命日献花

・卒業式で会長挨拶

・第10回理事会議事録作成

・「第53回みどり会総会（書面審議）」資料作成準

備

4月

・会計監査

・第11回理事会（オンライン）

・第53回総会及び回生幹事会は新型コロナウィルス対

策のため中止

・「第53回総会（書面審議）」資料を回生幹事に送付

（4月12日）

・第11回理事会議事録作成

・「第53回みどり会総会（書面審議）」資料作成

年間

　 ・資料の保管

・研究室と関西支部に各理事会議事録を報告
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　 会　計 会員 総　務

4月
・新卒業生名簿を原簿に追加記載 　

5月

・前理事への未払金を送金（現任

者除く）

・サーバー手数料払込

・名簿管理、総会資料印刷費等払

込

　 　　

6月
　 　 ・奨励賞表彰状、賞金封筒準備

7月
　 ・原簿訂正のため情報整理、

ファーストワンへの依頼

　

8月

・2019年度前渡金清算

・2020年度前渡金配布

・理事会参加者への交通費精算

・会場費清算

　 　

9月
・みどり会奨励賞送金 ・敬老カード発送 　

10月
　 　 　

11月
・会費納入状況中間報告

・年度支出中間報告

　 　

12月
・郵便振替票をファーストワンへ

送付

　 ・会議室使用について大学に問い

合わせ

1月

・12月までの寄付者名簿をまとめ

編集へ連絡

・新規会員登録フォーム検討

・みどり会ニュース発行に向け

た連絡調整

　

2月
・前渡金清算書、予算要求書配布 ・原簿訂正のため情報整理、

ファーストワンへの依頼

　

3月

・郵便振替票と現金支払者リスト

をファーストワンに送付

・前渡金精算。その他年度内支出

の精算

・予算要求書受理

・決算書作成準備、次年度予算案

作成準備

・会費の今年度分と翌年度以降対

応分を把握、繰入、繰越

　 ・「総会及び回生幹事会」の案内

を回生幹事へ発送

4月

・会計報告書作成

・決算、次年度予算案の作成

・会計監査

・理事会で決算、予算案承認と会

計監査報告
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年間

・現金会費収入を把握。入金、支

出をノートに記載

・支出関連資料、領収証をファイ

ル

・会員からの会費に関する事務処

理

・請求書等受け取り後、必要に応

じて支払、通帳記帳

　監査：会計監査を行う

・お悔みカードを発送

・クラス会支援対応（名簿、ラベ

ル）

・会員名簿に関する問い合せ対応

・会員名簿修正のための情報収

集、確認と整理
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　 編　集 情　報

４月

・「みどり会ニュース141号」編集会議(メール会議)

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言中の

ため、メールにて編集会議

・みどり会奨励賞の受付をwebサイトに掲載

・総会 書面審議結果の記事掲載

５月

※コロナ禍のため対面取材を避け、メールにて原稿依

頼。

・久田則夫先生に学科長就任のご挨拶原稿を依頼（5月

22日）

・ピュア・スマイルにメール取材（5月27日)

・みどり会奨励賞 結果発表日延期の記事掲載

６月

・「みどり会ニュース141号」入稿

・初校、再校、念校

・みどり会奨励賞受賞者表彰を取材（6月30日）

・みどり会奨励賞受賞者を掲載

７月

・「みどり会ニュース141号」発行

※コロナ禍のため特別紙面構成（4ページ）にて発行

・日本女子大学図書館に「みどり会ニュース」寄贈

　

８月

・みどり会奨励賞授賞式取材

理事会会場アルカディア市ヶ谷にて(8月29日)

・奨励賞授与式（理事会内で）の写真撮影

・みどり会ニュース141号「新年度に向けて」会長挨拶

ページ掲載

９月

・「みどり会ニュース」編集会議（会務、編集） ・卒業新60回生10周年・新50回生20周年クラス会延期、

年中行事：みどりカレッジ中止の告知を掲載　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10月 　 　

11月

・「みどり会ニュース142号」編集会議（メール会議）

・「このひと」メール取材

・笹岡眞弓先生ほかご執筆依頼

　

12月
・「みどり会ニュース142号」編集会議(メール会議） 　

１月

・「みどり会ニュース142号」編集会議（メール会議）

・「みどりさんを訪ねて」電話取材

・「みどり会ニュース142号」入稿

・初校、再校、念校

　

２月

・「みどり会ニュース142号」発行 ・新規会員登録の入力フォームをアィウィルに依頼

・学生に向けてみどり会奨励賞案内の掲載、ジャスミ

ン・ナビ掲載を研究室に依頼

３月

　 ・総会書面審議及び回生幹事会中止のお知らせの掲載

・みどり会奨励賞受付開始に向けて準備（ジャスミン・

ナビ掲載の依頼、先生方にチラシを送付）

４月
・「みどり会ニュース143号」編集会議

年間

　 ・webサイトの更新

・問い合わせ対応

・「理事会だより」の掲載
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３（２）　2020年度決算報告（2020/4/1～2021/3/31）
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2020年度みどり会寄付積立金会計報告（2020/4/1～2021/3/31）
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2020年度会計監査報告
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３（３）2021年度事業計画（2021/4/1～2022/3/31）

委員会 主　な　事　業　計　画

会務

・第５３回総会開催（書面審議）

・２０２１年度回生幹事会開催（新型コロナの影響で中止）

・定例理事会開催（原則月1回）

・「みどり会奨励賞」の選考及び表彰

・日本女子大学　社会福祉学会参加

・「みどり会後援　卒業２０周年クラス会」開催支援

　※新５０回生、５１回生

・「みどり会後援　卒業１０周年クラス会」開催支援

　※新６０回生、６１回生

・みどりカレッジ開催

書記
・ 諸会議の議事録作成及び保管

・ みどり会役員・理事名簿作成及び保管

・ 総会及び回生幹事会の資料作成

会計

・ 口座振込分会費の管理

・ 業者等へ請求書に応じ支払い

・ 「みどり会奨励賞」賞金準備

・ 決算報告、予算案作成

・ 会計監査

会員・総務

・ 会員情報把握と変更に伴う事務及び原簿の管理

・ 回生幹事会名簿作成

・ クラス会及び地域交流会支援

・ 敬老カード発送、慶弔関係事務

・ みどり会ニュース発送に伴う連絡

・ 回生幹事会、１０周年・２０周年クラス会、案内作成

・ 各会議、イベント時の会場設営及び受付、茶菓接待

・ 「みどり会奨励賞」表彰状等準備

編集・情報

・ みどり会ニュース発行(７月：１４３号、３月：１４４号)

・ 編集会議

・ 情報収集・取材活動

・ Webサイトの運営及び管理

・ 「みどり会奨励賞」募集、受付、発表

・ 新規会員登録の受付　
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３（４）2021年度予算案（2021/4/1～2022/3/31）15



参考資料：理事名簿

※本年度は理事改選のない年となり、昨年度と同様に以下の理事にて執行をいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

役 職 名 氏　　名 回 生

会　　長 　　成田　すみれ 新２４

副 会 長
　　川本　京美 新３８

　　浅川　清美 新３０

書　　記
　　本橋　邦子 新２９

　　松村　理佳 新４２

会　　計
　　田中　京子 新４０

　　酒匂　三千子 新３３

会員・総務

委員会

　　鈴木　栄子 新２８

　　市川　弘美 新３８

　　中野　京子 新２９

　　森　さえ子 新４２

編集・情報

委員会

　　池田　祐子 新４１

　　那須　顕代 新３８

　　有川　芳子 新４３

　　荒井　和代 新４３

　　伊藤　理恵 新４３

監　　査
　　堀越　弥栄子 新４０

　　山本　ふき子 新４４
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