
令禾日4年 5月 27日

公益財団法人 武生郷友会

1. 奨学金の貸与

該当者なし。

学舎の運営

① 室数 30室
収容人員  新入舎生

② 舎費

(内訳)

会誌 129号 発行

秋季大会開催

5保護者懇談会

6中 井塾開催

7令和 3年度の主な事項

① 理事会

令和 3年  5月

令和 3年度 事業報告

各部屋

5名

10.21ぽ (6.6畳 )

在舎生   22名

27名

月額   66,000円

舎 費  (部屋代・共益費 )

食 費

月額  44,000円

月額  22,000円

令和 3年 12月 発行

令和 3年 11月 13
「日立 目白クラブ」

令和 3年 12月 4日

日 (土 )

にて開催のところ

コロナ禍で中止

(土)福井市 AOSSA

606号 室で開催

令和 3年度 年 2回随時開催予定のところ

コロナ禍で中止

6日 (木)令和 2年度事業報告および収支決算報告の承認

役員 (監事 。理事)改選の承認

(み なし理事会・不成立)

6月 18日 (金)令和 2年度事業報告および収支決算報告の承認

役員 (監事 。理事)改選の承認



②

7月  9日 (木

9月 28日 (火 )

12月 11日 (木 )

令 和 4年  3月 18日

評議員会

令和 3年 4月 21日

5月 26日

7月  8日

③ 令和3年度の主な事業予定

(実態のある理事会・成立)

令和 3年度 「理事長および役付役員改選・他 J

(み なし理事会・成立)

令和 4年度新入舎生募集方針決定

(み なし理事会・成立)

令和 4年度奨学金貸与の有無の承認

前理 事 長 西藤 正 治 氏 、前 支部 長 辻 岡俊

三氏の顧問就任の承認

地元周辺首長の顧問就任依頼の件

武生支部長選任

令和 4年度事業計画および予算 (案 )の承認(金 )

(水)役 員 (監事 。理事)改選の名簿作成

(臨時みなし評議員会・成立)

(水)令 和 2年度事業報告及び収支報告の承認

令和 3年度事業計画及び収支予算案の報告

役員 (監事 。理事)改選の承認

(み なし評議員会・不成立)

(木)令 和 2年度事業報告及び収支報告の承認

令和 3年度事業計画及び収支予算案の報告

役員 (監事 。理事)改選の承認

(実態の在る評議員会・成立 )

年 月 容内業事

令和 3年 4月

5月

6り l

7月

臨時評議員会 (第 1回、 4/21、 なし)

定例理事会 (第 1回、5/6、 みなし。不成立)

会計監査 (5/20)

定例評議員会 (第 2回 、5/26、 みなし。不成立)

新入舎生歓迎食事会 (6/10、 於 :学舎食堂)コ ロナ禍のため延期

定例理事会 (第 2回、6/18)

中井塾随時開催のところコロナ禍で中止

定例評議員会 (第 3回、7/8)

定例理事会 (第 3回、7/9、 みなし。成立)

保護者懇談会 (於 :AOSSA)コ ロナ禍で延期

中井塾随時開催予定のところコロナ禍で中止

―

―
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9り |lt■t■ 事二「 ギ   _、 i_lk t)
11り ]1 秋 千 (二■■二 11■   ‐  1:: 1‐ ■ |コ ロす禍で中111

12月 1 第 1回入舎生選考面接 1124、 於 :AOSSA606)

1 保護者連 絡基 (12/4、 15～ 16:30、 於 :AOSSSA606)

1文爾襲層iDl=°
新入舎生歓迎食事会 (12/H、 於 :学舎食堂)

令和 4年 1月 1 第 2回入舎生選考面接 (1/29、 於 :AOSSA606。 東京学舎):

2月 1 第 3回入舎生選考面接 (2/26、 於 :AOSSA606。 東京学舎)

3月 1 第 4回入舎生選考面接 (3/12、 於 :AOSSA606。 東京学舎

定例理事会 (第 6回、3/18)
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