
世 代 -SeDaI-

第２０回 通常総会

令和元年 5月31日（金）

清恵会第二医療専門学院



• 開会挨拶

• 総会出席報告

• 議事

• 閉会

第１号議案 平成３０年度 事業報告

第２号議案 平成３０年度 会計報告

第３号議案 平成３０年度 監査報告

第４号議案 平成３１年度 事業計画案

第５号議案 平成３１年度 予算案

第６号議案 平成３１年度 その他

式 次 第



第１号議案

平成30年度 事業報告

平成30年4月1日～平成31年3月31日



第１号議案

会 議

平成30年度 事業報告

・執行部全体会議 12回

（第189回 開催 ～ 第200回 開催）

・役員・部長会議 2回

・執行部内会議 9回

（学術部 2回、福利厚生部 3回
広報部 1回、ICT部 3回）



第１号議案

平成30年度 事業報告

学術部企画イベント

7月14日 第16回 フレッシュマンズセミナー 67名

8月18日 第20回 放射線合同交流会（共催） 101名

3月 9日 第19回 世代-SeDaI-講演会 23名



第１号議案

平成30年度 事業報告

学術部企画イベント

7月14日 第16回 フレッシュマンズセミナー 67名

講演「 Ｘ線撮影に求められるリウマチ疾患撮影 」

奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 安藤 英次 先生



平成30年度 事業報告

第１号議案

8月18日 第20回放射線合同交流会（共催） 101名

大阪国際がんセンター １階 大講堂

講演１『 救急撮影の心得 』

大阪府三島救命救急センター 放射線室 渡辺 博也 先生

講演２『 急性期の脳血管内治療 』

大阪国際がんセンター 脳神経外科 浅井 克則 先生

学術部企画イベント（共催）



平成30年度 事業報告

第１号議案

3月9日 第19回 世代-SeDaI-講演会 23名

講演1「 がん治療における画像診断の役割 」

関西医科大学附属病院 放射線科 河野 由美子 先生

講演2「 金属ステント・ステントグラフトの

基礎研究の経緯とＩＶＲ臨床応用」

大阪府済生会泉尾病院 放射線科部長 左野 明 先生

学術部企画イベント



第１号議案

平成30年度 事業報告

福利厚生部企画イベント

6月22日 第 2回 世代-SeDaI-Night Seminar 19名

9月22日 第18回 世代-SeDaI-同窓会 in下関 16名

10月26日 第 3回 世代-SeDaI-Night Seminar 17名

1月27日 第18回 世代-SeDaI-ボウリング大会 23名

3月 9日 第19回 世代-SeDaI-講演会懇親会 12名



第１号議案

会報第19号発刊

ホームページ更新

各イベントでの取材・撮影

平成30年度 事業報告

広報部企画（担当）



第１号議案

・SNSを活用した世代-SeDaI-の情報発信

・会員とのより強固なネットワークの構築（各期代表を中心に）

平成30年度 事業報告

ICT部

SNS案内配信協力企業・団体

【企業】
日本メジフィジックス株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
シーメンスヘルスケア株式会社
株式会社日立製作所
第一三共株式会社

【勉強会・研究会・その他団体】
兵庫医用画像情報システム研究会
大阪府診療放射線技師会

〇各SNSフォロワー数

LINE 157

Twitter 10

Instagram  21



第１号議案

平成30年度 事業報告
その他

平成30年4月 6日 新入生歓迎会

平成30年4月14日 新入生対象講義

平成31年2月16日 国家試験激励会

（記念品：QUOカード500円分贈呈）

平成31年2月23日 卒業記念講演会時会長賞授与式

平成31年3月 1日 卒業式参列（花束贈呈）



第１号議案

平成30年度 事業報告

第19回 世代-SeDaI-通常総会
日時：平成30年5月21日（月）19：30～
場所：清恵会第二医療専門学院

第1号議案 平成29年度 事業報告

第2号議案 平成29年度 会計報告

第3号議案 平成29年度 監査報告

第4号議案 平成30年度 役員選出

第5号議案 平成30年度 事業計画案

第6号議案 平成30年度 予算案

第7号議案 平成30年度 その他



第２号議案

平成30年度一般会計決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度 会計報告



収入の部

▲印予算対減（単位：円）

勘定科目
予算額 決算額

対予算
（差引）

備考
大科目 中科目 小科目

会費収入 会員会費 1,000,000 871,712 ▲ 128,288

事
業
収
入

行事収入 300,000 159,500 ▲ 140,500
会場整理費
懇親会費等

広告費
会費広告費 570,000 390,000 ▲ 180,000

バナー広告費 20,000 40,000 20,000 年契約

諸収入 0 0 0 寄付等

雑収入 その他 0 14 14 郵便局利子等

当期収入合計 1,890,000 1,461,226 ▲ 428,774



▲印予算対減（単位：円）

勘定科目
予算額 決算額

対予算
（差引）

備考
大科目 中科目 小科目

事
業
費

学院関連費
会議交通費 3,000 0 ▲ 3,000

行事運営費 80,000 71,879 ▲ 8,121 入学・卒業行事等

学術部
会議交通費 8,000 8,000 0

行事運営費 150,000 13,222 ▲ 136,778 講演会等

広報部

会議交通費 10,000 0 ▲ 10,000

会報発刊費 490,000 501,120 11,120 印刷代・取材費等

行事運営費 10,000 7,642 ▲ 2,358 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営等

福利厚生部
会議交通費 6,000 9,000 3,000

行事運営費 100,000 131,800 31,800 ボウリング大会等

ICT部
会議交通費 4,000 0 ▲ 4,000

行事運営費 10,000 5,530 ▲ 4,470

支出の部



▲印予算対減（単位：円）

勘定科目
予算額 決算額

対予算
（差引）

備考
大科目 中科目 小科目

事
業
費

総会費 行事運営費 20,000 0 ▲ 20,000 通常総会

同窓会費 行事運営費 50,000 80,000 30,000
同窓会

学会時同窓会等

記念事業費 行事運営費 0 0 0

支部費 行事運営費 0 0 0

執行部費

会議交通費 170,000 120,000 ▲ 50,000

行事運営
交通費

120,000 73,000 ▲ 47,000

支出の部



▲印予算対減（単位：円）

勘定科目
予算額 決算額

対予算
（差引）

備考
大科目 中科目 小科目

管
理
費

事
務
所
費

交通費 10,000 0 ▲ 10,000

郵送・通信費 280,000 188,825 ▲ 91,175 各部含む

印刷費 5,000 0 ▲ 5,000 各部含む

什器備品費 10,000 0 ▲ 10,000 各部含む

謝礼費 80,000 100,000 20,000 講師料等

交際費 30,000 36,100 6,100 記念式典祝儀等

慶弔費 5,000 1,879 ▲ 3,121 祝電・弔電等

消耗品費 30,000 0 ▲ 30,000

雑費 9,000 1,452 ▲ 7,548 予備費含む

特別会計 繰入金 積立金 200,000 200,000 0 記念事業

当期支出合計 1,890,000 1,549,449 ▲ 340,551

支出の部



（単位：円）

当期収入合計 1,461,226 平成30年度収入計

当期支出合計 1,549,449 平成30年度支出計

差引 ▲ 88,223

前期繰越金 3,201,869 平成29年度繰越金

次年度繰越金 3,113,646 平成31年度へ繰越

当期決算収支

特別会計
（単位：円）

積立金

平成29年度迄積立 2,200,000 

郵便局定額貯金平成30年度積立 200,000 

合計 2,400,000 



第３号議案

平成30年4月1日

～平成31年3月31日

平成30年度 監査報告





第４号議案

平成31年度 事業計画案



第４号議案

平成31年度 事業計画案

学術部企画イベント

第17回 フレッシュマンズセミナー 令和元年 7月 6日

第21回 放射線合同交流会（共催） 令和元年 8月予定

第20回 世代-SeDaI-講演会 令和２年 3月14日



第４号議案

平成31年度 事業計画案

福利厚生部企画イベント

第 4回 世代-SeDaI-Night Seminar 令和元年 6月25日

第19回 世代-SeDaI-同窓会 in大宮 令和元年 9月15日

第 5回 世代-SeDaI-Night Seminar 令和元年 10月予定

第19回 世代-SeDaI-ボウリング大会 令和２年 1月予定

第20回 世代-SeDaI-講演会懇親会 令和２年 3月14日



第４号議案

会報第20号の発刊 7月 予定

ホームページの充実 http://www.sedai.net/

イベント時広報活動・撮影した写真管理

《お願い》

広報部では世代イベントに参加して頂いた方に

会報用の原稿を依頼しております。

ご協力の程、宜しくお願い致します。

平成31年度 事業計画案

広報部企画（担当）



第４号議案

・SNSを活用した世代-SeDaI-の情報発信

・会員とのより強固なネットワークの構築

※各期代表を中心に

《お願い》

公式LINEアカウント、Facebook、Twitter、Instagram等の
SNSで世代-SeDaI-の情報を発信しております。

ぜひご登録頂き、ご協力の程、宜しくお願い致します。

平成31年度 事業計画案

ICT部企画



第４号議案

平成31年度 事業計画案

その他
新入生歓迎会 平成31年 4月 5日

新入生対象講義 平成31年 4月13日

世代-SeDaI-国試前臨床義塾 令和元年 8月

国家試験激励会 令和２年 2月

卒業記念講演会時会長賞授与式 令和２年 2月

卒業式参列（花束贈呈） 令和２年 3月



第５号議案

平成31年度 予算案

平成31年度一般会計予算案

平成31年4月1日 ～ 令和 2年3月31日



（単位：円）

勘定科目 平成30年度
決算額

平成31年度
予算額

備考
大科目 中科目 小科目

会費収入 会員会費 871,712 800,000 

事
業
収
入

行事収入 159,500 240,000 
会場整理費・懇親会
費等

広告費

会費広告費 390,000 400,000 

バナー広告費 40,000 40,000 年契約

諸収入 0 0 寄付等

雑収入 その他 14 0 郵便局利子等

収入合計 1,461,226 1,480,000

収入の部



（単位：円）

勘定科目
平成30年度

決算額
平成31年度
予算額

備考
大科目 中科目 小科目

事
業
費

学院
関連費

会議交通費 0 3,000 

行事運営費 71,879 80,000 入学・卒業行事等

学術部
会議交通費 8,000 8,000 

行事運営費 13,222 15,000 講演会等

広報部

会議交通費 0 6,000 

会報発刊費 501,120 435,000 印刷代・取材費等

行事運営費 7,642 10,000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営等

福利
厚生部

会議交通費 9,000 9,000 

行事運営費 137,330 100,000 ボウリング大会等

ICT部
会議交通費 0 4,000 

行事運営費 5,530 10,000 

支出の部



（単位：円）

勘定科目
平成30年度
決算額

平成31年度
予算額

備考

大科目 中科目 小科目

事
業
費

総会費 行事運営費 0 0 通常総会

同窓会費 行事運営費 80,000 40,000 同窓会

記念事業費 行事運営費 0 0 

支部費 行事運営費 0 0 

執行部費

会議交通費 120,000 120,000 

行事運営
交通費

73,000 80,000 

支出の部



（単位：円）

勘定科目 平成30年度
決算額

平成31年度
予算額

備考
大科目 中科目 小科目

管
理
費

事務所費

交通費 0 10,000 

郵送通信費 188,825 200,000 各部含む

印刷費 0 5,000 各部含む

什器備品費 0 5,000 各部含む

謝礼費 100,000 80,000 講師料等

交際費 36,100 30,000 記念式典祝儀等

慶弔費 1,879 5,000 祝電・弔電・香典等

消耗品費 0 10,000 

雑費 1,452 15,000 予備費含む

特別会計 積立金 200,000 200,000 記念事業積立金

支出合計 1,549,449 1,480,000

支出の部

※科目中過不足が生じた場合には、科目間で流用することが出来る。



（単位：円）

予算収入合計 1,480,000 平成31年度収入計

予算支出合計 1,480,000 平成31年度支出計

差引 0

平成31年度収支予算

特別会計
（単位：円）

積立金

平成30年度迄積立 2,400,000 

郵便局定額貯金平成31年度積立 200,000 

合計 2,600,000 



質 疑

第１号議案 事業報告

第２号議案 会計報告

第３号議案 監査報告

第４号議案 事業計画案

第５号議案 予算案



第６号議案

平成31年度 その他



第６号議案

世代-SeDaI-設立２０周年
記念パーティー

令和２年６月２７日（土）



閉 会

世 代 -SeDaI-

第20回 通常総会

令和元年 5月31日（金）

清恵会第二医療専門学院


