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総 会 議 事 次 第

１．開会のことば

２．会長挨拶

３．理事長挨拶

４．学校長挨拶

５．出席者紹介

６．議長選出

７．議 事

第１号議案 令和元年度事業報告 …Ｐ２

第２号議案 令和元年度決算報告 …Ｐ３～４

会計監査報告 …Ｐ５

第３号議案 令和２年度事業計画（案） …Ｐ６

第４号議案 令和２年度収支予算（案） …Ｐ７

第５号議案 令和２年度本部役員・事務局について…Ｐ８～９

８．そ の 他

（１）第２８期生集いの会について

（２）その他

９．閉会のことば
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第１号議案

令和元年度 事業報告

平成３１年

４月 ６日 第６０回入学式

４月１７日 事務局打ち合わせ

４月２５日 会計監査

令和元年

５月 ９日 四役会

５月１８日 同窓会総会本部役員会

６月 ８日 同窓会総会（幹事会）

９月 ７・８日 國學院祭・文化祭

９月２１日 國學院祭・体育祭

１０月 ９日 学園創立５９周年記念式典

１０月１２日 ※第２７期生３０年集いの会（台風のために中止）

令和２年

２月２９日 第５８期生同窓会入会式

３月 ２日 第５８回卒業式



第２号議案

平成３１年度同窓会一般会計収支決算
(令和元年度）

収入の部 (単位：円)

予 算 額 決算額 比較増△減額 備　　　考

3,205,384 3,205,384 0

入会金(本年度卒業生) 680,000 682,000 2,000 2,000円×341名

30年会費(本年度卒業生) 8,500,000 8,525,000 25,000 25,000円×341名

30年会費(既卒者) 1,000,000 839,840 △ 160,160 20,000円×41名　 19,840円×1名

年会費(既卒者) 100,000 128,000 28,000 2,000円×54名　10,000円×2名

0 0 0

15,221 139,622 124,401
銀行利子1,722円・ﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ130,900円
(700円×197本 )

13,500,605 13,519,846 19,241

支出の部 (単位：円)

予 算 額 決算額 比較増△減額 備　　　考

印刷費 170,000 115,920 54,080 総会案内状印刷 他

通信費 2,000,000 1,774,279 225,721 会報送料他

消耗品費 300,000 204,061 95,939 事務用品・ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸ 他

支払手数料 30,000 33,209 △ 3,209 振込手数料 他

公租公課 0 0 0

会議費 150,000 141,044 8,956 総会･本部役員会

会報発行費 900,000 881,898 18,102

学園助成費 1,500,000 1,440,620 59,380 入試説明会用ﾌﾞｰｽ装飾品  他

30年集い･還暦の会助成費 600,000 600,000 0

クラス会助成費 600,000 360,000 240,000 20,000円×18ｸﾗｽ

補助費 600,000 538,633 61,367
OB会主催中学生剣道大会・文化祭補助・
永年勤続者記念 他

記念品費 1,032,000 1,023,000 9,000 卒業記念品

渉外費 広告費・広報費 400,000 348,080 51,920 ｹｰﾌﾞﾙTV・部活 等

0 0 0

御祝金 100,000 80,000 20,000

弔慰金 50,000 5,000 45,000

見舞金 20,000 0 20,000

通信費 20,000 4,455 15,545

基金会計繰入金 0 0 0

部活動後援積立金 500,000 500,000 0

同窓会創立60周年記念事業
積立金 1,000,000 1,000,000 0

高校創立60周年記念事業
積立金 2,000,000 2,000,000 0

500,000 0 500,000

1,028,605 2,469,647 △ 1,441,042

13,500,605 13,519,846 △ 19,241

総収入額 13,519,846
総支出額 11,050,199
差引残高 2,469,647

積立金

予 　 備 　 費

次年度繰越金

合　　　　　　計

合　　　　　　計

項　　　　　　目

運営費

事業費

甲子園出場後援費

慶弔費

項　　　　　　目

前年度繰越金

会費

基金会計より繰り入れ

雑　　収　　入



(単位：円)

項　　　　目 令和2年3月31日 平成31年3月31日 増　減 備　　　　考

一般会計 2,469,647 3,205,384 △ 735,737

基金会計 28,500,000 28,500,000 0

部活動後援積立金 5,353,775 4,853,775 500,000

教育資金積立 940,389 940,389 0

同窓会創立60周年記念事業
積立金 8,000,000 7,000,000 1,000,000

高校創立60周年記念事業
積立金 9,000,000 7,000,000 2,000,000

合　　　　計 54,263,811 51,499,548 2,764,263

財産目録
(単位：円)

項　　　　目 令和2年3月31日 平成31年3月31日 増　減 備　　　　考

定期預金
（足利銀行 栃木支店）

10,109,149 10,108,293 856

定期預金
（栃木信用金庫 本店）

10,113,764 10,112,907 857

普通預金（2口座）
(足利銀行 栃木支店)

23,283,358 21,471,042 1,812,316

普通預金
（栃木信用金庫 本店）

1,000,130 1,000,445 △ 315

郵便局振替口座 9,757,410 8,806,861 950,549

合　　　　計 54,263,811 51,499,548 2,764,263

預金総額残高 (令和2年3月31日現在)
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第３号議案

令和２年度 事業計画（案）

令和２年

４月 ６日 第６１回入学式

５月１１日 会計監査

５月１４日 四役会

本部役員会

（※本部役員会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為に書面表決にて実施）

同窓会総会（幹事会）

（※同窓会総会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為に中止、書面にて告知）

※以下の行事は新型コロナウイルスの感染状況により変更の可能性があります

９月 ５・６日 國學院祭・文化祭

９月１９日 國學院祭・体育祭

１０月 ９日 学園創立６０周年記念式典

月 日（未定） 第２８期生３０年集いの会

令和３年

３月 １日 第５９期生同窓会入会式

３月 ２日 第５９回卒業式



第４号議案

令和２年度同窓会一般会計収支予算（案）

収入の部 (単位：円)

予 算 額 前年度予算額 比較増△減額 備　　　考

2,469,647 3,205,384 △ 735,737

入会金(本年度卒業生) 840,000 680,000 160,000 2,000円×420名

30年会費(本年度卒業生) 10,500,000 8,500,000 2,000,000 25,000円×420名

30年会費(既卒者) 1,000,000 1,000,000 0 20,000円×50名

年会費(既卒者) 100,000 100,000 0 2,000円×50名

0 0 0

100,000 14,616 85,384

15,009,647 13,500,000 1,509,647

支出の部 (単位：円)

予 算 額 前年度予算額 比較増△減額 備　　　　考

印刷費 150,000 170,000 △ 20,000 総会案内状印刷 他

通信費 2,000,000 2,000,000 0 会報送料 他

消耗品費 300,000 300,000 0 事務用品・ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸ 他

支払手数料 40,000 30,000 10,000 振込手数料 他

公租公課 0 0 0 収入印紙

会議費 150,000 150,000 0 総会･本部役員会・四役会

会報発行費 950,000 900,000 50,000

学園助成費 1,500,000 1,500,000 0

30年集い･還暦の会助成費 600,000 600,000 0

クラス会助成費 600,000 600,000 0 20,000円×30ｸﾗｽ

補助費 600,000 600,000 0

記念品費 1,263,000 1,032,000 231,000 卒業記念品

渉外費 広告費・広報費 400,000 400,000 0 ｹｰﾌﾞﾙTV・部活 他

御祝金 100,000 100,000 0

弔慰金 50,000 50,000 0

見舞金 20,000 20,000 0

通信費 20,000 20,000 0

基金会計繰入金 0 0 0

部活動後援積立金 500,000 500,000 0

同窓会創立60周年記念事業
積立金 2,000,000 1,000,000 1,000,000

高校創立60周年記念事業
積立金

1,000,000 2,000,000 △ 1,000,000

1,000,000 500,000 500,000

1,766,647 1,028,000 738,647

15,009,647 13,500,000 1,509,647

項　　　　　　目

前年度繰越金

会費

基金会計より繰り入れ

雑　　収　　入

合　　　　　　計

項　　　　　　目

運営費

事業費

合　　　　　　計

次年度繰越金

予　　備　　費

積立金

慶弔費
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第５号議案

令和２年度同窓会本部役員・事務局

役員

相 談 役 木村 好成 （理事長）

名誉会長 青木 一男 （校長）

顧 問 飯村 友季子（教頭）

本部役員

会 長 長谷川 孝（ ９期）

副 会 長 増山 一夫（ ５期） 佐藤 和男（ ５期）

柏崎 和己（ ７期） 荒川 浩幸（２１期）

会 計 星野 充江（１５期） 北井 達也（２４期）

海老沼信子（３１期）

会計監査 加藤 春美（ ７期） 山田 和美（２５期）

総 務 山中日富美（２２期）

理 事 吉田 和夫（ ５期） 大竹 幾子（ ５期）

神島 国治（ ７期） 神島 馨 （ ９期）

福島 洋二（１５期） 福島 正浩（１６期）

片岡 弘美（１６期） 川島 正光（１７期）

高橋 俊一（１７期） 藪下 和弘（１７期）

若林 弘美（１７期） 渡邉 俊夫（１８期）

鎌倉 博幸（１９期） 保戸山陽一（１９期）

岩下 浩之（２１期） 斎藤 健 （２１期）

増渕 宏和（２２期） 柳田 章芳（２３期）

飯沼 邦章（２４期） 中村 亜紀（２５期）

神山 拓之（２９期） 漆原 康史（３１期）

事務局

主 任 横地 夏彦（２４期）

田原 千晶（３０期） 野村 拓矢（３８期）※

木村 圭佑（４１期） 髙山 洋太（４６期）

佐藤 鷹史（４６期）※ 塩谷 隼冬（５０期）

長山 航貴（５４期）※

※は新任者
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常任幹事 狐塚恵美子（１１期） 芹澤 玲子（１１期）

増山 勝則（１２期） 飯泉 幸子（１３期）

阿部 泰江（１７期） 中野みどり（１８期）

町田 朋子（２０期） 服部 正幸（２１期）

大野 惠司（２３期） 菊元 靖 （２４期）

飯島 康弘（２５期） 室井 昭彦（２５期）

寺内 正行（２８期） 西村 俊治（３０期）

津田 恵美（３０期） 長 亜好 （３０期）

坂本 嘉史（３１期） 鈴木 英範（３４期）

遠藤小百合（３４期） 坂本 直子（３５期）

中田 勇樹（３８期） 柄目 直人（３９期）

戸張 真衣（４３期） 綾川 史織（４５期）

石原 彩野（４７期） 三浦 純 （４８期）

柳田真之介（４９期） 平野 勝也（５０期）

宮田 夏湖（５２期） 吉岡航太郎（５２期）※

河本 稜太（５４期）※

※は新任者



＜総会議案書 ８.その他＞ について

（１）第２８期生集いの会について

代表の鈴木貴之さんより、５月１８日に次のようなコメントをいただきま

した。

５月３０日の初回顔合わせ及び打ち合わせを中止に致しました。

また先週末アンケートを実施し、２０２０年内開催しない、２０２１

年１２月末までに開催する事に、クラス幹事の１５人の同意を確認致

しました。

これからは来年開催に向けてクラス名簿の更新を進めて、

ＣＯＶＩＤ－１９の状況により会議を行い、開催時期を決めて行きた

いと思います。

（２）その他

※高校創立６０周年記念事業について

昭和３５年の創立から今年度は６０周年を向かえました。積み立ててきま

した予算が１,０００万円になります。

この使い途については、母校の意見を参考にし、次の２件になりました。

①吹奏楽部による記念コンサートへの協賛 ２０万円

創立５０周年記念時も同様の補助をした経緯から、顧問の戸張教諭（４

３期）からの依頼がありました。予定では５月３日に開催されるはずで

したが、延期となっております。なんとか、今年度中に開催できるよう

調整中とのことです。

②高等学校各クラスへの液晶モニターテレビ（パソコン接続）寄付

９８０万円以内の予定

昨年度の卒業式・今年度の入学式は、来賓や保護者の皆様は参列できず

生徒達は各教室で放送による式を行いました。同窓会入会式も放送で行

いましたので、その際長谷川同窓会長は、校長先生の式辞や、代表者へ

の卒業証書授与、入学式の新入生宣誓の様子などは、テレビ中継のよう

に出来れば良いのに、と感じたそうです。丁度、現在使用している教室

用モニターが古くなり、故障や現在のコンピュータソフトに適していな

い等の問題を抱えていることもあり、母校からの依頼を受け、母校の環

境を整え、後輩となる生徒のためにということで、各クラス分４２台の

モニターテレビを寄贈することにいたしました。

※以上の件は、令和２年５月１４日開催の四役会にて決定し、書面表決

にて本部役員会全会一致で承認されました。

（総務 山中）


