
11　その他

　(1)　寄附関係

　①　創立10周年記念事業寄附金

平成23年度　総件数152件　総額108,950,720円

ご寄附　年月日

1 平成23年4月1日 阿部　圭　様
2 平成23年4月1日 野村證券株式会社山形支店　様
3 平成23年4月1日 村山　博　様
4 平成23年4月4日 中道　邦彦　様
5 平成23年4月4日 岩崎　恒雄　様
6 平成23年4月4日 竹田　行之　様
7 平成23年4月4日 伊達　幸輝　様
8 平成23年4月5日 佐藤　茂　様
9 平成23年4月7日 天野　マキ　様
10 平成23年4月7日 丸茂　雄一　様
11 平成23年4月13日 菅原建設株式会社　様
12 平成23年4月14日 兵藤　芳勝　様
13 平成23年4月14日 佐藤　洋子　様
14 平成23年4月19日 丸市　輝雄　様
15 平成23年4月22日 室岡　誠一　様
16 平成23年4月25日 大滝　正太郎　様
17 平成23年5月2日 五十嵐　一憲　様
18 平成23年5月10日 東北化学薬品株式会社　代表取締役社長　工藤　幸弘　様
19 平成23年5月12日 東北公益文科大学同窓会　様
20 平成23年5月12日 キャリアプランニング株式会社　代表取締役　桑名　暢　様
21 平成23年5月14日 国際ソロプチミスト酒田　代表　星川　恵美　様
22 平成23年5月16日 菊池　武彦　様
23 平成23年5月17日 庄内環境緑化事業協同組合　様
24 平成23年5月19日 大井　敦子　様
25 平成23年5月20日 株式会社山形銀行　取締役頭取　長谷川　吉茂　様
26 平成23年6月13日 川口　善行　様
27 平成23年6月15日 村上　憲　様
28 平成23年7月1日 塚本　敞　様
29 平成23年7月5日 登坂　智子　様
30 平成23年7月16日 髙橋　健三　様
31 平成23年7月20日 株式会社荘内銀行　取締役頭取　國井　英夫　様
32 平成23年7月20日 株式会社きらやか銀行　取締役頭取　粟野　学　様
33 平成23年7月20日 鶴岡信用金庫　理事長　加藤　捷男　様
34 平成23年7月28日 古家　廣見　様
35 平成23年8月4日 佐藤　忠智　様
36 平成23年8月8日 有限会社青木建材　様
37 平成23年8月8日 佐藤　信之　様
38 平成23年8月9日 鈴木　光祐　様
39 平成23年8月9日 中村　護　様
40 平成23年8月15日 岡田　和香子　様
41 平成23年8月18日 佐藤　敏彦　様
42 平成23年8月22日 今野　雅士　様
43 平成23年8月22日 古山　隆　様
44 平成23年8月23日 中谷　常二　様
45 平成23年8月23日 匿名　様
46 平成23年8月29日 鶴岡瓦斯株式会社　様
47 平成23年8月31日 松村　彰太　様
48 平成23年9月2日 株式会社チャンピオン　会長　髙橋　義一　様
49 平成23年9月5日 匿名　様
50 平成23年9月5日 鶴岡建設株式会社　代表取締役　本間　敏英　様
51 平成23年9月5日 秋野　明　様
52 平成23年9月12日 水田　健輔　様
53 平成23年9月12日 松田　憲　様
54 平成23年9月13日 酒田海陸運送株式会社　様
55 平成23年9月16日 矢口　親顯　様

【寄附者ご芳名】



ご寄附　年月日 【寄附者ご芳名】

56 平成23年9月16日 匿名　様
57 平成23年9月16日 匿名　様
58 平成23年9月20日 斎藤　一志　様
59 平成23年9月20日 五十嵐　清美　様
60 平成23年9月21日 大石　善信　様
61 平成23年9月21日 匿名　様
62 平成23年9月22日 澤邉　みさ子　様
63 平成23年9月26日 斎藤　平助　様
64 平成23年9月27日 佐藤　優子　様
65 平成23年9月30日 土屋　純子　様
66 平成23年9月30日 畠山　米一　様
67 平成23年10月5日 芳賀　武志　様
68 平成23年10月5日 釜神　祐一　様
69 平成23年10月6日 武田　信之　様
70 平成23年10月13日 國眼　眞理子　様
71 平成23年10月18日 太田　孝悦　様
72 平成23年10月18日 小野　浩幸　様
73 平成23年10月21日 工藤　栄光　様
74 平成23年10月24日 伊藤　文雄　様
75 平成23年10月24日 齋藤　成徳　様
76 平成23年10月25日 佐藤　忠智　様
77 平成23年10月26日 後藤　隆　様
78 平成23年10月26日 株式会社出羽自動車教習所　様
79 平成23年10月28日 佐藤　清良　様
80 平成23年11月4日 堅田　栄作　様
81 平成23年11月8日 小松　孝志　様
82 平成23年11月21日 長澤　俊樹　様
83 平成23年11月21日 髙橋　悦雄　様
84 平成23年11月25日 酒田ふれあい商工会　様
85 平成23年11月29日 匿名　様
86 平成23年12月4日 鈴木　雄一朗　様
87 平成23年12月8日 新宮　博　様
88 平成23年12月9日 小松　奈保美　様
89 平成23年12月13日 富樫　栄一　様
90 平成23年12月14日 浦山　恭子　様
91 平成23年12月15日 高木　武夫　様
92 平成23年12月22日 土門　征一　様
93 平成23年12月22日 矢口　親斉　様
94 平成23年12月22日 渡辺　暁雄　様
95 平成23年12月26日 伊藤　則義　様
96 平成23年12月26日 匿名　様
97 平成24年1月10日 青木　裕志　様
98 平成24年1月23日 株式会社岩浪木材センター　代表取締役　岩浪　春吉　様
99 平成24年1月25日 庄内広域行政組合　様
100 平成24年2月1日 林建設工業株式会社　様
101 平成24年2月2日 株式会社コミュニティ新聞社　様
102 平成24年2月3日 酒井鈴木工業株式会社　様
103 平成24年2月6日 大阪有機化学工業株式会社酒田工場　理事・酒田工場長　大引　明　様
104 平成24年2月6日 五十嵐工業株式会社　様
105 平成24年2月6日 有限会社青木運輸　様
106 平成24年2月7日 匿名　様
107 平成24年2月7日 株式会社出羽自動車教習所　様
108 平成24年2月7日 株式会社エコー　様
109 平成24年2月14日 社会福祉法人さくら福祉会　様
110 平成24年2月16日 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院　様
111 平成24年2月17日 武田　京子　様
112 平成24年2月23日 株式会社日情システムソリューションズ　様
113 平成24年2月28日 社会福祉法人光風会　様
114 平成24年2月28日 原田　克弘　様
115 平成24年3月1日 株式会社光印刷　様
116 平成24年3月6日 平松　緑　様



ご寄附　年月日 【寄附者ご芳名】

117 平成24年3月7日 佐藤　美恵子　様
118 平成24年3月7日 ハクヨウ電気株式会社　様
119 平成24年3月13日 伊藤　美佐子　様
120 平成24年3月14日 医療法人社団健好会サイトー内科　理事長　齋藤　好正　様
121 平成24年3月14日 八幡　敏勝　様
122 平成24年3月16日 工藤　拓磨　様
123 平成24年3月16日 藤澤　千秋　様
124 平成24年3月19日 佐々木　教友　様
125 平成24年3月19日 匿名　様
126 平成24年3月19日 佐藤　修一　様
127 平成24年3月19日 匿名　様
128 平成24年3月20日 株式会社近畿日本ツーリスト東北酒田営業所　様
129 平成24年3月21日 齋藤　孝　様
130 平成24年3月22日 小松田　誠　様
131 平成24年3月22日 五十嵐　清美　様
132 平成24年3月23日 菊地　義清　様
133 平成24年3月26日 東北公益文科大学後援会　様
134 平成24年3月26日 井澤　一雄　様
135 平成24年3月26日 西塔　英治　様
136 平成24年3月27日 有限会社ワタナベ工務店　様
137 平成24年3月27日 石川　宏美　様
138 平成24年3月27日 匿名　様
139 平成24年3月27日 西川　賢一　様
140 平成24年3月27日 株式会社荘内銀行藤島支店　様
141 平成24年3月28日 深井　秀樹　様
142 平成24年3月29日 相内　久美子　様
143 平成24年3月29日 庄内みどり観光バス株式会社　様
144 平成24年3月29日 有限会社写真の松森　様
145 平成24年3月29日 余語　修　様
146 平成24年3月30日 佐々木　修　様
147 平成24年3月30日 高橋　長人　様
148 平成24年3月30日 三和メイテック株式会社　取締役社長　梅田　武雄　様
149 平成24年3月30日 有限会社とがしスポーツ　様
150 平成24年3月30日 那須　淳子　様
151 平成24年3月30日 匿名　様
152 平成24年3月31日 髙橋　健三　様

　②　その他

ご寄附　年月日 【寄附者ご芳名】 ご寄贈物等

1 平成23年6月27日
株式会社荘内銀行　様
（公益信託荘内銀行ふるさと創造基金）

現金・預金 300,000円

2 平成23年8月4日
財団法人 JKA  様
（(復興支援)被災者に対するｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ調査活動補助事業)

現金・預金 3,000,000円

3 平成23年10月13日
公立大学法人北九州市立大学　様
（研究指定寄附金）

現金・預金 600,000円

4 平成24年3月23日
株式会社荘内銀行　様
（寄附講座「トップセミナー」経費）

現金・預金 187,024円

5 平成24年3月30日 庄内開発協議会　様
（｢公益大の学生・教員による公益のふるさと発信事業｣助成金）

現金・預金 1,000,000円

6 平成24年3月30日 庄内開発協議会　様
（｢産業・文化遺産の再生と活用を通じた地域の再生事業｣助成金）

現金・預金 200,000円

7 平成24年3月31日 東北公益文科大学同窓会　様
（はっぴ　40着）

物品 398,160円

8 平成23年4月～平成24年3月分 図書 637冊

現金・預金合計 5,287,024円



⑵ 東北公益文科大学後援会の活動状況 

 

  会員数(H24.3.31 現在) 

    法人：２３６ 

    個人：２６６ 

 

後援会の主な活動は下記のとおり。 

① 大学への支援 

ア．教育研究活動への助成 

・東北公益文科大学創立 10周年記念事業「給付型奨学金基金」造成にかかる助成（寄附） 

・東北公益文科大学創立 10周年記念事業「給付型奨学金基金」充実のための寄附募集活

動協力 

② 文化事業 

ア．講演会の開催 

平成 23年 9月 1日（木）公益ホール 中研修室 

「大学と社会とをつなぐ試み」～地域のニーズに応える人材育成とは～ 

講師 長岡大学 学長 原 陽一郎 氏 

③ 広報事業 

ア．新聞広告の掲載 

イ．ラジオ番組へ大学広報番組提供 

   

④ その他 

ア．会議の開催 

・平成 23年 9月 1日（木）公益ホール 中研修室 

「平成 23年度 東北公益文科大学後援会定時総会」 

    ・平成 23年 11月 29日（火）東北公益文科大学 31会議室 

     「平成 23年度 東北公益文科大学就職に関する懇談会」 

イ．会員への情報提供等  

・東北公益文科大学広報誌「Over View」の送付 

ウ．東北公益文科大学後援会長賞の授与（卒業式） 

  

 

平成 24年 3月 31日現在 



（３）東北公益文科大学保護者会の活動状況 

 

Ⅰ．事業 

１．学生主催行事への助成 928,882 円 

① ウェルカムパーティ（入学生歓迎会）    4 月 21 日(木) 

   88,882 円 

  ② 公翔祭（大学祭）            10 月 22 日(土)・23 日(日) 

   500,000 円 

③ フェアウェルパーティ（卒業生歓送会）   3 月 24 日(土) 

     300,000 円 

 ④ 春の大発表会               2 月 19 日(日) 

       40,000 円   
 

２．クラブ・サークル活動への助成 2,500,000 円 
 

３．専門演習（ゼミ）ゼミ生への助成 991,946 円 

   使途問わず。ただし、飲酒を伴う飲食代は不可。 
 

４．就職活動等支援  3,232,997 円 

  ① 合同就職ガイダンス大型バス手配 

      168,000 円（山形 5/30 73,500 円、仙台 8/10 94,500 円） 

② 一般常識・基礎学力テスト受験料補助   10 月 26 日(水) 

3 年生 ＠1,500×109 名＝163,500 円 

問題・解答用紙購入  @1,000 円×3部＝3,000 円 

  ③ 能力適正テスト受験料補助            

         3 年生 1回目（10月 19 日(水)開催）＠1,100 円×112 名＝123,200 円 

     3 年生 2回目（11月 16 日(水)開催）＠1,000 円×101 名＝101,000 円 

  ④ 就職筆記試験対策講座受講料助成      5 月～翌年 2月迄 

@15,000 円×90名＝1,350,000 円 

   ⑤ 各種資格試験受験料助成 

     対象とする資格：大学が受験をとりまとめている資格及び大学又は教員が推奨する資格 

     助成内容：１人何回でも助成。ただし、1回の助成の上限を 1万円とする。 

     605,271 円（次ページ参照） 

⑥ 「『親力』で勝つ就活」の書籍購入（３年生保護者へ送付） 

135 部 119,026 円 

⑦ 広告記事掲載（東洋経済） 

      キャリア支援関係記事掲載（見開き２頁） 600,000 円 
 

５．硬式野球部備品・消耗品購入 499,962 円 
 

Ⅱ．総会・会議等 

 １．総会                  4 月 16 日(土) 
 

 ２．第 1回役員会             12 月 10 日(土) 

・収支中間報告について ・新役員選出について ・懇談会 
 

 ３．第 2回役員会              3 月 10 日(土) 

   ・平成 23年度事業報告・収支決算（案）について ・平成 23年度収支会計監査について 

・平成 24年度事業計画・収支予算（案）について ・平成 24年度役員改選について 
 

  ４．平成 23年度収支会計監査        平成 24年 4 月 1 日(日）大学酒田キャンパス 
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