
同窓会通信

令和2年度同窓会収支予算書 自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

例年開催しておりました「同窓会総会」ですが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、誠に勝手ながら開催を見送ることといたしました。ご参

加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、大

変申し訳ございません。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

「令和元年度活動・収支決算報告」「令和2年度同窓会事業計画(案)、支

出予算(案)」については、同窓生に往復ハガキおよびwebによるアンケー

トフォームで承認をいただきました。令和元年度収支決算書、令和2年度

収支予算書は左記のとおりです。同窓生の皆様にご報告いたします。

同窓生の皆様には日頃より多大なるご支援・ご協力を
賜り、厚く御礼を申し上げます。本年度は残念ながらコ
ロナ禍により同窓会総会・懇親会は開催されませんで
したが、次年度以降は新しいカタチでの運営・開催を期
待しております。ICTを活用した恩師・先輩・後輩が交
流を深めるWiZ同窓会ならではの取り組みやオンライン
を活用した異業種交流など、皆様にとって重要な情報
交換の機会となるよう最大限のご協力をさせていただ
く所存です。同窓生の皆様には今後とも健康に留意さ
れ、益 ご々活躍されることをご祈念しております。

昨年よりコロナ禍となり、時代は大
きく変わりつつあります。生活様式
の変化はもちろん、IT関連の急激
な進歩など、戸惑うことはたくさん
あると思います。同窓会では時代
に対応した取り組みを進めていき
ます。同窓生の皆さんの日常に必
要な情報を提供できるよう、新年
度も活動してまいります。

国際情報工科自動車大学校

●
●
●
●

令和2年度同窓会総会のご報告

会費収入
前年度繰越金

次期繰越金

項　目 増　減

収入合計

－10,000円

－10,000円

予算額

1,460,000円

8,435,359円

9,895,359円

決算見込額

1,450,000円

8,435,359円 0円

9,885,359円

収
入
の
部

項　目 増　減

支出合計

予算額

718,000円

9,895,359円

決算見込額

468,100円

2,000円

0円

0円
0円79,200円 79,200円

727,399円 9,369円

68,348円

45,250円

－900円
－132,067円

－10,000円

536,448円

8,145,529円

支
出
の
部

印刷費

通信費

雑費

同窓会Webサイト運営費
165,000円 165,000円同窓会Webサイト改修費

180,000円

137,500円

180,000円

182,750円

1,100円
8,013,462円

9,885,359円

連合会業務委託費

同窓会入会記念品

同窓会 会長
近藤　恭平

新しいカタチの同窓会運営をめざして。

学校長 和田　秀勝

令和2年度国際情報工科自動車大学校 同窓会役員
会　　長 近藤　恭平

一緒にWiZの同窓会を
盛り上げていきましょう。

（平成19年度 車体工学専攻科卒業）

遠藤　彩香（平成26年度 情報システム工学科卒業）
武田　直樹
西内　俊介

（平成16年度 情報システム科卒業）

（国際情報工科自動車大学校 職員）

自動車車体工学科では学習成果の集大成となるカスタムカ

ーを製作し、例年「東京オートサロン」に出展していました

が、今年は新型コロナウイルスの影響で来場型オートサロン

が中止となりました。しかし、限られた条件のなかで学生た

ちが製作した車両はバーチャルオートサロンや雑誌等に特集

で掲載されています。ぜひご覧ください。

今回で20年連続での出展と

なりました。学生作品の動画

が特設サイトで公開中です。

ぜひご覧ください。

「岩越鉄道山都駅開通110周年コンテス

ト」にドローンスペシャリスト科の学生が

空撮し、編集した映像を出品しました。映

像作品は学校公式YouTubeチャンネルで

公開中です。ぜひご覧ください。

初の試みとして、毎年恒例の卒業修了作品

展をオンラインで開催することにしました。

学校公式YouTubeチャンネルに学生の作

品や取り組みが公開されています。後輩た

ちの実力をぜひチェックしてください。

3年間の集大成!!製作車両完成!!

東京ゲームショウ
ゲーム分野学生作品
20年連続出展

学生が制作したドローン
空撮映像をコンテスト出品

オンライン卒業修了作品展

／
副 会 長／
副 会 長／
事務局長／

● 青木　将大（国際情報工科自動車大学校 職員）実行委員／

● 山本　　巧（国際情報工科自動車大学校 職員）実行委員／

● 佐藤 夢路（国際情報工科自動車大学校 職員）実行委員／

● 鈴木　詩織（国際情報工科自動車大学校 職員）会 計／

● 菊地　　真（平成27年度 電気電子工学科卒業）監　　査／

FSGカレッジリーグ「紹介入学制度」のご案内

対　象 免除額

家族（兄弟姉妹や保護者）がFSGカレッジリーグいず
れかの学校を卒業されている方

兄弟姉妹（双子含む）が同時にFSGカレッジリーグい
ずれかの学校に入学される方

入学選考料全額、
1年次学費のうち入学金のうち5万円

入学選考料全額、
1年次学費のうち25万円

入学選考料全額、
1年次学費のうち22万5千円

出願者が下記の対象に該当す

る場合は、入学選考料または入

学金等が免除されます。（紹介

者及び被紹介者ともに全日制

課程の学科である場合に限りま

す）出願時に所定の「紹介書」

の提出が必要となります。紹介

入学制度をご利用の方は本校

事務局（024-956-0030）ま

でご連絡をお願いいたします。

家族（兄弟姉妹や保護者）がFSGカレッジリーグいずれ
かの学校に在学されていて入学後同時在学となる方

令和元年度同窓会決算書 自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日

会費収入
前年度繰越金

次期繰越金

項　目 増　減

総会収入

収入合計

0円
－45,000円

－45,000円

予算額

1,800,000円

9,049,238円

120,000円

10,969,238円

決算見込額

1,800,000円

9,049,238円 0円

75,000円

10,924,238円

収
入
の
部

項　目 増　減

支出合計

－107,520円

0円

－45,000円

予算額

330,000円

890,000円

10,969,238円

決算見込額

222,480円

890,000円
522円786,000円 786,522円
－570円2,000円 1,430円

0円79,200円 79,200円

22,931円163,000円 185,931円
655,137円7,772,038円 8,427,175円

10,924,238円

支
出
の
部

同窓会総会費

印刷費

通信費
雑費

同窓会Webサイト費用

卒業記念品

－615,500円775,000円 159,500円講演会費

0円172,000円 172,000円連合会業務委託費
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学びも遊びも就職も、
元気いっぱいに活動を続けるWiZの学生たち。WiZ TOPICS

検索WiZ 大学校

http://www.facebook.com/fsg.wiz @wizfsghttp://www.wiz.ac.jp

WiZ 大学

http://www.wiz.ac.jp

で で

その他のWiZ情報はホームページ&各SNSをチェック!!

同窓会Webサイトでできること!!

●同窓会事務局からのお知らせ ●会報誌の閲覧 ●卒業証明書や修了証明書の発行申請 ●住所変更申請

住所が変更になった際は、同窓会Webサイトより変更手続きをお願いいたします。同窓会主催の総会、
懇親会やイベント等へのご意見・ご提案がありましたら、お気軽にお寄せください。

Webサイトで

同窓会事務局からのお願い

※「家族」とは、2親等内の血族、配偶者、2親等内の姻族をいいます。

バーチャル
オートサロン
公式サイトは
こちら

WiZ
公式Youtube
チャンネルは
こちら

東京
ゲームショウ
特設サイトは
こちら
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