
令和 2年 5月 22日

公益財団法人 武生郷友会

奨学金の貸与

該当者なし。

学舎の運営

① 室数 3
収容人員

0室

新入舎生

在舎延長生

在舎生

令和元年度 事業報告

27名   .
66,000円

(部屋代・共益費 )

各部屋 10.21ビ (6.6畳 )

14名

3名

11名

② 舎費   月額

(内訳) 舎 費

食 費

会誌 127号発行

秋季大会開催

5保護者懇談会

6中 井塾開催

月額  44,000円

月毎1 22,000円

令和元年 12月 1日 (日 )発行

令和元年 12月 1日 (日 )

14:40～ 18:00

於 :「 日立 目白クラブ」にて開催、

令和元年 8月 4日 (日 )

14:00～ 15:30

於 :AOSSA6階
「福井市交流プラザ 604号室」にて開催

イン不曖 年 1 0´月 2 6 日 (土 )

18:30～ 19:30

(19:30～ 20:30、 質問&食事会 )

於 :学舎食堂にて開催

講師 :片桐 哲郎氏

(元福井県教育研究所所長 )



7令和元年度の主な事項      
ξ`

① 理事会

令和 元年 5月 27日 (月 ) 平成 30年度事業報告および収支報告の承認

6月 14日 (金) 1)理 事長および役付け役員選任の件、2)理

事の主たる担当職務委嘱の件、3)学舎委員

長、編集長・ア ドバイザー委嘱の件

9月 20日 (金) 令和 2年度新入舎生募集方針決定

10月 25日 (金) 「令和 2年度新入舎生募集」活動中間チェック

秋季大会、中井塾、他

令和 2年  3月 17日 (月 ) 平成 31年度事業計画 (案 )お よび予算 (案 )

の承認

② 評議員会

平成 31年 4月 12日 (金)任 期満了に伴 う理事選任の件 (名 簿作成 )

令和 元年 6月 14日 (金) 平成 30年度事業報告及び収支報告の承認

平成 31年年度事業計画および収支予算 (案 )

の報告 (於 :日 立自白クラブ)

∪ Tl‐ ↑‖死 千 長 υソ土 /よ 予 未

年 月

平成 31年 4月

令和元年 5月

8月

9月

10月

12月

令和 2年 1月

2月

3月

容内業事

6月

臨時評議員会 (第 1回、4月 12日 、於 :学舎事務所 J

会計監査

定例理事会 (第 1回、5月 27日 、於 :学舎事務所 )

定例評議員会 (第 2回、6月 14日 、於 :日 立目白クラブ)

定例理事会 (第 2回、6月 14日 、於 :日 立目白クラブ)

新入舎生歓迎食事会 (6月 14日 、於 :日 立目白クラブ)

保護者懇談会 (於 :AOSSA。 福井市交流ブラザ 604号室)

定例理事会 (第 3回、9月 20日 、於 :学舎事務所 )

臨時理事会 (第 4回、10月 25日 、於 :学舎事務所)

中井塾開催 (10月 26日 、講師 :片桐哲郎氏)

会誌 127号‐発行(12月 1日 )

秋季大会開催 (12月 1日 、於 :日 立目白クラブ)

第 1回入舎生選考面接 (12月 7日 (土 )、 於 :AOSSA)

第 2回入舎生選考面接 (1月 25日 (土 )、 於 :AOSSA)

第 3回入舎生選考面接 (2月 29日 、於 :AOSSA・ 学舎 )

第 4回入舎生選考面接 (3月 14画 、於 :AOSSA・ 学舎)

定例理事会 (第 5回、3月 17日 、於 :学舎事務所 )
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