
開催日時：2020年10月31日 16:00～17:30
開催場所：各自宅（ZOOMビデオ会議）

2019/2020年度
EFEL定時総会

議案書
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【定期総会と懇親会参加者=実績＝】
OBOGメンバー

ＮＯ 名前 卒業年度 所属セクション 業種 現住所 総会 懇親会 備考

1 根来繁雄 1970 化学 千葉 〇 ✕ 一部参加

2 越智恵子 1969 会話 教育 兵庫 〇 ✕

3 南村栄一 1972 政経 電機 大阪 〇 ✕

4 東南元明 1974 社会学 電機 兵庫 〇 ✕

5 水野明洋 1978 ディスカッション自動車/旅行 東京 〇 〇

6 岸田茂 1978 政経 航空/サービス 愛知 〇 ○

7 江並啓治 1978 ディスカッション飲食 大阪 ✕ ○

8 清水潔 1979 ディスカッション電機 神奈川 ○ 〇

9 杉本洋之 1979 政経 教育 奈良 〇 ○

10 藤澤央明 1980 政経 旅行/運輸 愛知 〇 ✕

11 田中博之 1981 ディスカッション運輸/電機 神奈川 ✕ ✕ 仕事で欠席

12 田坪紀美 1984 歴史 教育 大阪 〇 〇

13 遠藤秀剛 1990 ディスカッション電機 大阪 ○ 〇

14 ⾧嶋俊樹 1990 歴史 機械製造 大阪 ○ 〇 遅れて参加

15 中塚裕己 1992 政経 銀行 東京 〇 〇

16 与十田将也 1997 ディスカッション教育 兵庫 〇 〇

17 稲垣晋介 2001 ガイド 機械 岡山 〇 ✕

18 森山翔太 2012 ガイド 運輸 ベトナム 〇 〇

19 川和夫 2012 ディベート 自動車関係 大阪 〇 ✕ 一部参加

20 賀儀山泰志 2011 観光 岡山 ✕ 〇

21 川鰭祐子 ー ディスカッション歌手 岐阜 ✕ 〇

計 17名 13名

現役生

ＮＯ 名前 学年 所属セクション 役職 現住所 総会 備考

1 共田成志 2回生 ディスカッション 部⾧ 大阪 〇 17時退出

2 堀井梨沙 2回生 ドラマ ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都 〇 17時退出

3 ⾧森好美 2回生 スピーチ 書記 大阪 〇 17時退出

計 3名

合計 20名 13名 2



１．挨拶 会⾧ 水野明洋
２．議事・議⾧選出 水野明洋
３．議案審議
① 2019年度事業報告 副会⾧ 清水潔

杉本洋之
② 2019年度決算報告 副会⾧ 田坪紀美
③ 監査報告 監査役 越智恵子
④ 2020年度事業計画 副会⾧ 清水潔

遠藤秀剛
⑤ 2020年度予算案 副会⾧ 田坪紀美
⑥ EFEL基金収支報告（基金運営委員会） 委員⾧ 水野明洋
⑦ 役員・実行委員改選 会⾧ 水野明洋

４．報告
① ESSクラブ近況報告 ESS部⾧ 共田成志
② オンライン懇親会ご案内 会長 水野明洋

18:00～20:00

5． 閉会ご挨拶 副会⾧ 清水潔

【式次第】
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EFEL(ESS OBOG会）スタートは

・EFELは1968年（昭和43年）枚方学舎の短大第1期生が卒業した年に創立

EFEL登録会員数

・約300名

EFELの取り組みポイント

(１）EFELの最大目的である会員相互の親睦促進の拡大
(２）2016年設立された「EFEL基金」を使った現役ESS活動の継続支援
(３）母校である関西外大同窓会との連携
(４) 上記の活動を支える財政基盤の強化

4



【2019年度を振り返って】

・ホームページをリニューアルし、タイムリーな情報提供及び『OB・OG近況』
報告のコーナーを新設して、皆さんの年間閲覧数が16倍増加で4,258回と
なりました。

・イベントに関しては、外大同窓会連携イベントを含め、12回開催され延べ123人の会員の方々
に参加して頂きました。 ご協力頂き、感謝申し上げます。

・今後の課題としては、新規会員登録の拡大と財政の強化です。

【2020年度の展開】

・会員・卒業生への活動理解を促進する為に、広報対象領域を拡大し、掲載情報の質的向上
を行っていきます。EFEL活動への賛同者を増やすことで、会員拡大及び財政強化に繋げて
いく 予定です。

・イベントに関しては、コロナの影響で当初予定していた年内のイベントをキャンセルし、本日の
役員/実行委員会及び10/31開催の総会もZOOM方式によるオンライン会議に変更します。

・活動の活性化に向けて、地区/年代別実行委員との交流を深める計画をしております。
合わせて、会員・卒業生相互の交流を深める為に、ZOOMを使って『年代/地区別及びグループ
別の オンライン飲み会/懇親会等』の開催をサポートして参ります。

・2020年5月24日～10月17日までのオンライン飲み会/懇親会/交流会等の実績は,14回開催され
121人の会員の方が参加されました。 参加して頂きどうもありがとございました。

・詳細にてついては、本日各担当副会長より報告致します。

【会長挨拶】
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【広報領域】

ITを活用して、情報発信の効率化を行う
・ホームページの運用は、ほぼ軌道に乗りつつある。
イベントや報告についての発信力は、Facebook/LINE等との連携により、着実に力をつけてきている。
ホームページの年間閲覧数は4,258回と、昨年の270回を大幅に超えてきている。
（次ページ詳細説明参照）

会員登録の拡大の為の情報発信力の強化
・会員登録の拡大を目的の一つとして運営しているホームページではあるが、会員登録の拡大に
貢献しているかというと、疑問がある。現在の運営は、新規拡大よりも既存会員へのサービスと
いう意味合いが強く、発信力の拡大が、新規獲得には繋がっていない。
→新規会員の定義は？

新規会員とは、新卒生のEFELへの囲い込みであり、別な手段が必要
→年会費払わなくても会員？

サービスを理解してもらい、対価としての会費を払ってもらえるよう、コンテンツの充実に務める
必要があるが、ホームページだけでは、サービス対価としての会費支払いには直結しない。

ZOOMの導入と会員への無償利用の提供
・コロナ対策としてのビデオ会議システムZOOMを導入したが、これを広く会員にも無償で提供した。
各年代や希望者によるZOOM飲み会やミーティングに活用されている。

【2019年度事業報告】
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2019年度ホームページの総閲覧数は270回。1日平均9回
2020年度ホームページの総閲覧数は4,258回と飛躍的に増大

7/35

2019年8月～2020年8月

総閲覧数

平均1日閲覧数

参照日数

2019/4/13 田坪紀美さん 1984年卒

2019/5/13 杉本洋之さん 1979年卒

2019/6/3 川鰭祐子さん ????年卒

2019/7/2 松下明美さん 1984年卒

2019/8/5 吉田昌則さん 1984年卒

2019/9/9 柿崎紀明さん 1978年卒

2019/10/8 中塚裕巳さん 1992年卒

2019/11/10 遠藤秀剛さん 1990年卒

2019/12/24 清水潔さん 1979年卒

2020/4/4 川島けいさん 1982年卒

2020/5/4 仙台謙三さん 1989年卒

2020/6/10 岸田茂さん 1978年卒

2020/7/10 藤田哲司さん 1979年卒

2020/8/2 青木知子さん 1979年卒

(OB近況)にご投稿頂いた皆様

【2019年度事業報告】
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【事務局領域】

会員登録の推進

・2019年度卒業メンバーには、役員が直接EFEL会入会の説明を2020年3月に行う予定で
あったが、コロナの影響で説明会実施できず。

・2018/9年度卒業メンバーに対して、当時のESS部長経験者及びEFEL担当窓口である現役
ESS部長経由にて連絡をとり、新規会員登録をお願いしたが、
会員登録の拡大には結びつがず、次年度の課題として残った。

日本各ブロック毎のイベント開催

・各ブロック主体的に会員同士の親睦を深める為に、
関東・中部/北陸・関西３ブロックのイベントを6回開催し、
EFEL会員のべ66名と現役生のべ36名参加。

・最近は中国/四国・九州/沖縄ブロック等の開催が出来ておらず、2020年度の課題。

関西外大同窓会との連携

・関西外大同窓会の全体及び各支部毎に行われるイベントに積極的に参加の呼びかけを行い、
多くの会員に参画してもらう事ができた。 （連携開催 6回・EFEL参加者：のべ57名）

【2019年度事業報告】
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● 関東地区
2019年 5月18日（土） BBQ大会 ＠東京「BBQビレッジ」

参加者：12名

2019年10月5日 （土） ワイン交流会 ＠東京「ビストロ グラッソ 」
参加者：９名

2020年 2月1日 （土） 新年会 ＠東京「うおや一丁銀座本店」
参加者：12名

● 関西地区
2019年 8月3日 （土） BBQ PARTY ＠奈良 「杉本さん宅」

参加者：18名 OB/OG参加者 10名 現役生 8名

2019年11月2日（土） 懇親会 ＠枚方「がんこ寿司枚方店」
参加者：41名 OB/OG参加者 13名 現役生 28名

2020年1月25日（土） 新年会 ＠大阪梅田
参加者：10名 「町屋和食 京の町本店」

【2019年度事業報告】
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● 関東地区 ＊いずれも外大同窓会関東支部主催
2019年7月27日（土）サマーフェスタ ＠銀座POPROAD

参加者：10名 （全体参加者：40名）

2019年11月23日（土）総会・懇親会 ＠東京 学士会館
参加者：23名 （全体参加者：70名）

● 中部地区 ＊いずれも外大同窓会中部支部主催
2019年5月26日（日）総会・懇親会 ＠名古屋 東急REIホテル

参加者：12名 （全体参加者：41名）
＊ゲストとして、EFEL会員の杉本洋之さん（1979年卒）が、英語を交えて落語を披露

2019年10月6日（日）秋季ゴルフコンペ ＠鈴鹿 三鈴カントリー倶楽部
参加者:2名 （全体参加者：16名）

2020年 1月25日(土）NEW YEAR PARTY ＠名古屋 セントレア
参加者：3名 （全体参加者：55名）

● 関西/中部地区合同 ＊外大同窓会中部/関西支部との共催
2019年4月21日（日）ゴルフコンペ ＠滋賀 デイリー信楽カントリー倶楽部

参加者：7名（全体参加者：43名）

【2019年度事業報告】
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【会計領域】

財政の強化

・事務局領域の名簿再整理と合わせて、全体及び各ブロックで開催されるイベントに合わ
せて役員が参加者に活動内容を丁重に説明して、会費及び寄付のご協力をお願いをした。

【現役ESS活動支援領域】

ESS現役生とのＴＶ会議

・谷本学長杯英語弁論大会実施後の反省と来年度の大会でのEFELのサポート対応等を
話し合う為に、ESS現役生とのTV会議実施。 （2019年12月29日及び2020年1月30日）

英語弁論大会支援

・ 2019年11月10日/12月8日に開催予定の谷本学長杯/第47回外国語大学英語弁論大会も
2018年と同様にEFELメンバー代表者が現役ESS部員原稿確認からスピーチの指導行った。
第１回目の指導は9月20日実施、第２回目の指導は11月20日実施。

・外国語大学英語弁論大会は昨年に引続き団体/個人の2連勝を目指しましたが、残念ながら
入賞できず。 谷本学長杯も入賞できず。課題は原稿の作成段階から指導が必要。

【2019年度事業報告】
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12

収入の部 (単位:円）

科目 予算額 決算額 予算比 備考

会費収入 60,000 42,000 △ 18,000

寄付金収入 0 0 0

雑収入 0 0

繰越金 134,627 134,627 0

収入の部合計 194627 176,627 △ 18,000

支出の部

科目 予算額 決算額 予算比 備考

事務用品 5,000 0 △ 5,000

10,000 5,960 △ 4,040 ESS現役学生役員会参加　交通費2人分3.800円 

0 学生との打ち合わせ　遠藤　2.160円

0 会計監査へ　資料郵送費　438円

26,458 28,220 1,762 総会連絡郵送切手代金　3,024円

0 ZOOM使用料金　20,000円

0 ホームページ使用料金　4,758円

ディスプレーケーブル（総会プレゼン用）722円

VGA変換アダプタ（総会プレゼン用）870円

会計監査会議費用　825円

振込手数料 216 220 4 料金

支出小計 51674 36,817 △ 14,857

次年度へ繰越金 142953 139,810 △ 3,143

支出の部合計 194627 176,627 △ 18,000

　自 2019年4月　至 2020年3月
EFEL 2019年度　収支決算書　

交通費

通信費

会議費 2,417 △ 7,58310,000
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(単位:円）

摘　　要 金　　　額 摘　　　要 金　　　額
会費収入 42,000 会議費 2,417

交通費 5,960
繰越金 134,627 通信費 28,220

振込手数料 220
支出小計 36,817

2019年度へ繰越 139,810
合計 176,627 合計 176,627

　　     以上　2019年度収支決算書につきまして監査の結果、会計基準に則り　
　　     適正に処理されているものと認めました。

2020年9月30日

会計監査 越智恵子
石井信之

【原紙承認済み】

EFEL 2019年度　収支報告書
自 2019年4月　至 2020年3月

収入の部 支出の部



【2020度事業計画】

【広報領域】

EFEL会の付加価値増大と会員・卒業生への活動理解促進

（１）これまでの広報対象領域の拡大

■ 現在好評に博している、ホームページ上での「OBOG近況」を通して、
久しく交信、交流のない会員の皆様に“再会”の機会を提供しているが、
より幅広い卒業生からの近況情報を収集、紹介する。

・ 地区別、年代別実行委員会の情報網を活用させて頂く。

■ これまで以上に広く、EFELイベント及び現役部員活動内容をPRする。

・ スピーチコンテスト、及びOBによる対現役部員への支援活動状況
・ 日頃のESS活動内容の紹介（セクション活動、現状での現役生の課題等）
・ 他校との合同ディスカッションの紹介
・ 新入生紹介、留学生・帰国生の紹介
・ 会員間での同期会、オンライン飲み会などの紹介

14



【2020度事業計画】

【広報領域】

EFEL会の付加価値増大と会員・卒業生への活動理解促進

（２）掲載情報の質的向上と会員の更なる協力・支援の獲得

■ 既にSNS/LINEを活用して、タイムリーな情報掲載を実施してきたが、
今後は上記（１）で述べた拡大領域においても一部動画を活用する
などして、よりリアルな環境での情報を提供することにより、活動全体
についての臨場感を生み出し、興味と理解向上を促進する。

上記の活動を積極的に強化・拡大していくためには、情報提供を依頼するだけではなく、
現場でのこれまで以上に密な情報収集等も必要になることから、EFEL会としての活動費
の増大にも繋がる。よって、これらの活動への賛同者を増やすことで、EFEL会全体の
現状課題である会員拡大にもに繋げていきたい。
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【事務局領域】

会員登録の拡大の為

・HP・SNS及びLINE等を通して、新規会員の紹介をお願いする。
・地区/年代別実行委員の協力をもらい新規会員の紹介を推進する
・2016年以降の卒業メンバーの登録推進を年代別実行委員経由にて該当卒業メンバーの部長

経験者等と連絡をとり、新規会員登録をお願いする。
・2020年度の新入部員含めて現役生にEFELの活動について説明会を行い、理解してもらう。
・2021年3月の卒業パーティー後に開催される4回生追いコン時に、EFEL役員が出席してEFEL

活動について説明を行い会員登録をお願いする。

関西外大同窓会との連携

・引き続き、関西外大同窓会の全体及び各支部毎に行われるイベントの共催開催及び積極的な
イベント参加の呼びかけを行う。

EFEL活動の活性化に向けて

・地区/年代別実行委員との交流を通じて活性化の方向性を見出す

【2020年度事業計画】
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日本各ブロック毎のイベント開催

・コロナの影響で当初予定していた年内のイベントをキャンセルしておりますが、

一部はZOOM方式によるイベント開催に変更

●全体：役員会 2020年8月29日(土) 15～17時 ＠各自宅よりZOOM会議

総会 2020年10月31日(土) 16～18時 ＠各自宅よりZOOM会議

懇親会 18 ～20時 ＠各自宅よりZOOM会議

●関西：懇親会 2020年 8月29日(土) 18 ～20時 ＠各自宅よりZOOM会議

新年会 2021年 1月30日(土) 19～21時 ＠☚オンラインに変更

●中部：ｺﾞﾙﾌ大会 2020年４月12日(日) ＠鈴鹿 三鈴ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ☚キャンセル

外大同窓会中部支部総会兼懇親会

2020年 7月5日(日)  ＠名古屋栄 東急REIﾎﾃﾙ ☚キャンセル

ｺﾞﾙﾌ大会 2020年10月25日(日)   ＠鈴鹿 三鈴ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ☚キャンセル

新年会 2021年 1月23日(土) 19～21時 ＠☚オンラインに変更

【2020年度事業計画】
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日本各ブロック毎のイベント開催

●関東：歓迎会 2020年 6～8月 ＠都内 ☚キャンセル

外大同窓会関東支部総会兼懇親会

2020年11～12月 ＠都内 ☚キャンセル

新年会 2021年 2月6日(土) 19～21時 ＠☚オンラインに変更

・暫く、お休み状態であった中国/四国及び九州/沖縄ブロックの

イベント開催

●中国/四国

新年会 2021年 2月13日(土) 19～21時 ＠☚オンラインに変更

●九州/沖縄

懇親会 2021年 4月以降 ＠TBC

＊外大同窓会九州支部設立総会に合わせて懇親会予定

【2020年度事業計画】
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役員・実行委員交流会 (ZOOMにて）

・目的

EFEL活動の活性化に向けて、EFEL役員及び実行委員

（地区/年代別）間で気軽に議論すると同時に、メンバー間の

交流を深める。

・開催方法

コロナ感染予防の観点でZOOM方式にて開催する。

・開催日程

第1回目の開催は7月4日（土）15:00～16:30行い、11名（役員3名・

相談役1名・実行委員7名）の参加にて開催

＊1名はフィリピンより参加

交流会議題内容：①EFELから説明 （今後のスケジュール等）

②各自自己紹介含む近況報告

・今後の交流会（オンライン飲み会）予定は

第2回目 2020年12月12日(土）19:00～21:00

第3回目 2021年 2月20日(土）19:00～21:00

【2020年度事業計画】
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・地区/年代別 ZOOMオンライン懇親会/飲み会

・コロナの影響の為、懇親会開催が困難なので、会員同士の

コミュニケーションを促進してもらう為にEFELが契約している

有料プランZOOMを使って年代/地区別及びグループ別の

オンライン懇親会/飲み会等に利用して頂く。

既に、EFELから年会費を支払っているので、利用者は

無料で使えます。

＊無料プランは40分までですが、EFELとして契約している

有料プランは100人まで参加可能で利用した際の制限

時間がありません。

・ホストは役員/年代・地区別実行委員のみとしてIDとパスワードを

4/26及び5/24にLINEの役員/年代・地区別実行委員グループに案内済み。

・EEELが契約している有料プランZOOMの利用方法はHPでも9/2に案内済み

【2020年度事業計画】
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＜各地区別/年代別のオンライン飲み会実施及び予定＞

・1978/79年度卒業生有志メンバー

5月24日：11名、6月20日：8名、7月18日：9名、8月23日：10名

9月26日：７名 11月3日開催予定

・1970年代卒業生関東地区メンバー

6月13日：7名、 8月22日：8名、10月17日：6名

・1984年度卒業生メンバー

8月22日：11名 (ｱﾒﾘｶ・韓国・日本)

・1990年度卒業生メンバー

7月25日：10名、 8月13日：11名

・1992年度卒業生メンバー

8月1日：6名 (ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・日本)

・アメリカ在住＋日本メンバー

9月20日:6名、11月15日開催予定

【2020年度事業計画】

ｵﾝﾗｲﾝ飲み会実績
開催13回/のべ110人参加
2020年5月24日～10月17日
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【現役ESS活動支援領域】

谷本杯英語弁論大会支援

・2020年11月22日開催予定の『第53回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会』に向けて、 原稿の
作成段階からスピーチ指導までEFELメンバー代表者して、現役英語教員の杉本さん（1979年卒）
と田坪さん（1984年卒）が対応。

○第1回目 スピーチの作り方 日程：8/15(土) 10:00～11:30
○第2回目 スピーチ構想指導 日程：8/22(土） 10:00～12:00
○第3回目 英語スピーチの指導 日程：9/13（日） 10:30～11:30

EFEL基金

・ESS部長より、『第53回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会』の上位3位までのトロフィーをEFEL
より毎年寄贈してほしいとの要望があり、10月18日、EFEL基金運営委員会で協議の上、50年以上
継続されて いる歴史のある大会なのでEFEL基金より、上位１～３位までのトロフィー代金を毎年
全額支援する事で決定しました。 昨年度ﾄﾛﾌｨｰ代実績約1万円

ESS現役生との情報交換会

・ESS活動及び英語弁論大会等の支援整合を行う為、ESS部長とのTV会議・
電話・LINE等で情報交換会を月1回開催

【2020年度事業計画】
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収入の部 (単位:円）

科目 前年度決算額 今年度予算額 増減 備考

会費収入 42,000 20,000 △ 22,000 各ブロック懇親会キャンセルに伴い徴収額ダウン

寄付金収入 0 0 0

雑収入 0 0

繰越金 134,627 139,810 5,183

収入の部合計 176627 159,810 △ 16,817

支出の部

科目 前年度決算額 今年度予算額 増減 備考

事務用品 0 0 0

交通費 5,960 5,000 △ 960 学校側との調整会議に伴う交通費

会議システムＺＯＯＭ 20,000円

ホームページ使用料金　4,758円

総会郵便案内 ¥3,242

会議費 2,417 2,400 △ 17 監査対応費

振込手数料 220 220 0

支出小計 36817 35,620 △ 1,197

次年度繰越金 139810 124,190 △ 15,620

支出の部合計 176627 159,810 △ 16,817

通信費 28,00028,220

自 2020年4月　至 2021年3月

EFEL 2020年度　収支予算(案）　

△ 220



財政の強化

・2020年度の年間運営費は切り詰めて約3，6万円で行う予定ですが、会員の拡大施策及び各
ブロック活動支援に伴う役員の交通費補助（現在は全て各自負担）等を考えると、概算として
年間8～10万円は必要。

・会費に関しては、今まで懇親会等開催時に参加者の皆さんから年会費/寄付金を頂いておりま
したが、コロナの影響でイベント開催ができず年会費及び寄付金を直接頂く事ができなくなった為
9月からは年会費及び寄付金ご協力のお願いをHP/SNS/LINE等で行った結果、9名の方より
約8万円の年会費/寄付金を頂き,10/16時点の通帳残高は約22万円となりました。
皆様のご協力で数年分の運営費は確保できました。 どうもありがとうございました。

・引続きHP/SNS/LINE等を通して年会費/寄付金のご協力頂くPRを引続き行っていく必要あり。

・今後早急に議論、検討すべき課題は、EFEL会の方向性、重点をどこに置くかであり、それに
よっては活動領域の増減も見直す必要があり、並行して必要資金額や、その収集方法なども
再度検討する必要がある。

・将来、会費を無料にして寄付金方式1本にする案もあり、無料にした場合の
メリット・デメリットを明確にして今後の役員/実行委員会議の中で引き続き
検討を行っていく。

参考：深夜バス料金

東京⇔博多 往復約3万円、 東京⇔岡山 往復約1，5万円

【年会費/寄付金】
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収入の部 (単位:円）
科目 月日 内訳 金額 摘要

繰越金額
2019/4/1 188,440

寄付金
2019/5/12～ ⾧嶋俊樹様より 12,000 5月8月11月2月　3,000円x４回
2019/11/2～ 江並啓治様より 20,000 11月　１月　10000円ｘ２回
2019/11/2 清水潔様より 10,000
2019/11/2 中塚弘己様より 10,000
2019/11/2 田坪宏文、紀美様より 10,000
2019/11/2 与十田将也様より 6,000
2019/11/2 藤澤史明様より 4,000
2019/11/2 川鰭裕子様より 3,000
2020/1/25 東南元明様より 5,000
2020/1/25 関西親睦会参加者より 1,800 親睦会会費残金寄付

普通預金利息 2019年8月　2020年１月 2

合計 270,242
       

支出の部
科目 月日 内訳 金額 摘要

英語弁論大会
支援金

2019/11/1 スピーチ指導者の交通費 11,500 2名×2回派遣

合計 11,500

基金残高 258,742 2019年３月３１日現在

　　     以上　2019年度　FEEL基金　収支計算書につきまして監査の結果、会計基準に則り適正に処理されて　
　　     いるものと認めました。

2020年9月30日

会計監査 　　越智恵子
会計監査 　　石井信之

【原紙承認済み】

EEEL基金  2019年度　収支決算書　
自 2019年4月　至 2020年3月



2020年10月31日～

改選 2020年8月15日現在

役員 谷本名誉顧問

監査役 水野会⾧ 根来・本出相談役 

越智・石井

清水副会⾧
（広報担当）

遠藤副会⾧
（事務局担当）

田坪副会⾧
（会計担当）

実行委員

田中(広報)

準会員
共田ESS部⾧
EFEL担当兼務

年代/地区別実行委員

年代別 地区別
1969～1975卒業
　東南（1974卒）

関東/北海道ﾌﾞﾛｯｸ
水野（1978年卒）

1976～1980卒業
　杉本（1979卒）

中部/北陸ﾌﾞﾛｯｸ　　　岸
田(1978卒）

1981～1990卒業
井端（1986卒）

関西ﾌﾞﾛｯｸ　　　　　　与
十田(1997卒）

1991～2000卒業
中塚（1992卒）

中国/四国ﾌﾞﾛｯｸ　　稲
垣（2001卒）

2001～2010卒業
布川（2008卒）

九州/沖縄ﾌﾞﾛｯｸ
梅田(1976卒）

2011～2015卒業
　賀儀山（2011卒）

2016～
鈴木（2017卒）

2020年EFEL( ESS OBOG会）役員/実行委員
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2020年10月31日～
改選 2020年8月15日現在

役職 氏　　名 卒業年度 住所 担　当
相談役 根来　繁雄 1970年 千葉県

本出　良一 1972年 奈良県
会⾧ 水野　明洋 1978年 東京都
副会⾧（事務局担当） 遠藤　秀剛 1990年 大阪府
副会⾧（広報担当） 清水　潔 1979年 神奈川県
副会⾧（会計担当） 田坪　紀美 1984年 大阪府
実行委員（広報） 田中　博之 1981年 神奈川県
実行委員　（地区別） 水野　明洋 1978年 東京都 関東/北海道ブロック

与十田将也 1997年 兵庫県 関西ブロック
岸田　茂 1978年 愛知県 中部/北陸ブロック
梅田　敏文 1976年 熊本県 九州/沖縄ブロック
稲垣　晋介 2001年 岡山県 中国/四国ブロック

実行委員　（年代別） 東南　元明 1974年 兵庫県 （1968～1975）
杉本 洋之 1979年 奈良県 （1976～1980）
井端　義人 1986年 神奈川県  (1981～1990）
中塚　博巳 1992年 東京都 （1991～2000）
布川　俊明 2008年 滋賀県 （2001～2010）
賀儀山　泰志 2011年 岡山県 （2011～2015）
鈴木　真由 2017年 東京都 （2016～2018）

監査役 越智　惠子 1969年 兵庫県
石井　信之 1977年 兵庫県

準会員ＥＳＳ 共田　成志 2 回生 大阪府
ESS部⾧

（EFEL担当兼務）

2020年EFEL役員/実行委員

　　　　役員
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＜2019年度＞
運営委員長 水野明洋
副委員長 田中博之
委員 杉本洋之
委員 藤澤央明
財務部長 田坪紀美
_______________________________

監査 越智恵子
監査 石井信之

【EFEL基金運営委員】

＜2020年度＞
運営委員長 水野明洋
副委員長 清水 潔
委員 遠藤秀剛
委員 田中博之
財務部長 田坪紀美
_______________________________

監査 越智恵子
監査 石井信之
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＜部員数＞

45名（4年：1名、3年：21名、2年：22名、1年：1名）

※新入生については、1名は入部（但し活動は出来ていない） 更に2名仮で入部。

計3名。入部式/オリエンテーションは未定。

＜活動＞

●実績

・１月 語学系統セミナー

～関西外大の語学系統に所属する、3つのクラブが集まって、同イベントを行った。

・2月 関西ジョイント

～京都外大主催のイベントで、京都の主要名所のガイドを外国人向けに行った。

・6月 立命館ジョイント

～立命館大×関西外大の合同カンバセを、ZOOMにて実施。

・7月 インスタライブ

～関西外大の学友会主催、インスタライブに各クラブ、サークルの部長が出演。

＊新型コロナによって延期、中止になったスケジュール

新歓祭、春合宿、夏合宿、文化博覧会、リーダーズキャンプ等

【ESSクラブ近況報告】
2020年10月16日時点
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9/3（木） リーダーズイベント

〜文化会役員と文化会所属クラブの部長を務めるメンバーでBBQをしつつ、今後の文化会

クラブの方針等について意見交換をした。

9/27（日） 桜蘭ディスカッション

〜学習院大学、学習院女子のESS主催、オンラインディスカッションイベント。関西外大からは

3名が参加しました。オンラインにより関東地区大学との実現が容易くなった一例と言える。

10/8（木） 部長交流会

〜文化会所属クラブの部長同士が、意見交換、新入生状況等について話し合い、今年できな

かった交流の場として設けられた。過半数の部長、役員が出席した。

●今後のイベント

10/21（水） 文化会役員役職説明会

〜来たる2021年度の文化会役員募集のため、現役員より各役職の説明を行う。文化会とESSの

繋がりはそのままクラブ活動に反映されるため、重要イベントで、2, 3年生の大半が参加予定。

10/30、31（金）〜（土） 外大祭

〜オンライン開催。ESSとしての模擬店出店は無し。

11/22（日） 第53回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会

〜オンラインでの開催予定。現在準備段階。形式等、詳細はまだ決まっておらず、今後進めて行く
予定。

【ESSクラブ近況報告】
2020年10月16日時点
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●開催検討中イベント

・アウトドア部交流会（去年度も実施）

・12月文化会イベント: つながれ、文化の森

（ESSとしての出店は無し）

・別途、例年外大祭で行ってきた英語劇を実施予定（時期未定）

・合宿

（開催が困難という状況）

・第55代会議メンバーへの引き継ぎ

（主として現2年生メンバーの3年次での構成予定）

・卒業記念会、引退式

（実施予定ではあるが、オンライン開催の可能性あり）

【ESSクラブ近況報告】
2020年10月16日時点
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【本日の予定】

当初、定期総会及び懇親会は外大中宮キャンパス内の教室/レストランで開催を
予定しておりましたが、既に、ご案内しましたように、コロン感染防止としてZOOMに
よるオンライン方式に変更してしております。

オンライン懇親会
・日時：2020年10月31日（土） 18:00～20:00
・会場：各自宅よりZOOMにて参加
・対象：全EFEL会員

*ZOOM予約済み
時間：15:30～21:30 予約者：EFEL事務局
ミーテイングID変更 826 3482 8854→ 826 348１ 8854
定期総会ミーテイングIDと同じIDです

【2020年度オンライン懇親会】
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END

ご参加どうもありがとうございました
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