
議案公開日 ：　令和３年６月２２日（火）

意見・質問締切日時 ：　令和３年６月２５日（金）１２時

議案賛否の締切日時 ：　令和３年６月３０日（水）１２時

第１号議案 令和２年度事業報告(案)承認の件 １ページ

第２号議案 令和２年度決算報告(案)承認の件 ２、３ページ

第３号議案 令和２年度会計監査報告(案)承認の件 ４ページ

第４号議案 令和３年度事業計画(案)承認の件 ５ページ

第５号議案 令和３年度事業予算(案)承認の件 ６ページ

第６号議案 役員改選(案）承認の件 ７ページ

第７号議案 その他

通 常 総 会 （書面決議）

千葉県立千葉南高等学校同窓会

令和３年度

千葉県立千葉南高等学校同窓会

審 議 事 項
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◎ 総括
・全国的に拡がった新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、ほとんどの事業が中止やリモート

　での開催を余儀なくされました。

● 総会の開催
・例年6月に通常総会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止し、審議
　事項は書面にて決議しました。総会後の懇親会も中止しました。

● 会員相互間の親睦事業
・例年12月に幹事総会(研修会・懇親会)を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の
　影響で中止しました。

● 役員会の開催
・中心行事である総会・入会式の開催時期に合わせて開催し、さまざまな議題について討議

　しました。

・第１回　6月28日 ・第２回　12月29日

● セクレタリの活動
・各会議での運営サポート、かんな祭・入会式の企画運営、セク会の開催など、幅広く活動

　しました。

・第１回　6月28日 ・第２回　1月30日 ・第３回　3月23日

● ホームページの運営
・会員へ情報を発信する重要な手段として、各行事の開催案内と報告を中心に活用してきました。

● メールマガジン「かえる便り」の発行
・同窓会の活動報告や行事予定の告知を中心に、会員への積極的な情報発信方法として

　今年度は２回発行しました。（バックナンバーをホームページに公開しています。）
・39号　6月1日 ・40号　6月23日

● 援助金の交付 0万円

● 入会式の開催
・3月9日、母校体育館にて開催し、入会記念品として卒業証書用の角筒を贈呈しました。
　(卒業生＝新入会員318名)

● かんな祭への出展
・一般公開中止のため出展できませんでした。

● 学校行事等への出席・参加
・卒業式に出席。(3月10日　樫浦会長)

・開かれた学校づくり委員会に出席。（7月16日　樫浦会長、依田副会長）

令和２年度 事業報告（案）
令和2年4月1日～令和3年3月31日
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令和3年3月31日 現在

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

１）現金

２）普通預金 千葉銀行(決済用口座)

３）普通預金 千葉興業銀行

４）普通預金 ゆうちょ銀行

流動資産計

資産合計

Ⅱ　負債の部

負債合計

金　額科目・摘要

284,451

10,450,203

令和２年度 財産目録

4,861,502

110,862

15,707,018

15,707,018

0
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令和2年4月1日～令和3年3月31日

【一般会計】
■収入の部

２年度予算 ２年度決算 備考

前期繰越収支差額① 10,270,157 10,270,157

Ⅰ 会費 1,595,000 1,590,000 ＠5,000円×318名

Ⅱ 寄付金・協賛金 0 0

Ⅲ 特別会費 30,000 0 懇親会参加費

Ⅳ 雑収入 50,000 11,000 グッズ販売

収入計② 11,945,157 11,871,157

■支出の部
２年度予算 ２年度決算 備考

Ⅰ 事業費③ 1,280,000 898,494

（１）広報費 30,000 0 ＨＰ管理費用、吹奏楽部広告協賛

（２）企画事業費 50,000 0 幹事総会

（３）周年事業費 800,000 800,000 周年事業積立(特別会計へ)

（４）援助費 300,000 0 部活動への援助

（５）記念品費 100,000 98,494 卒業証書入れ角筒

Ⅱ 運営費④ 250,000 127,147

（１）会議費 100,000 840 監査お茶代

（２）事務費 20,000 9,666 卒業アルバム購入、消耗品等

（３）通信費 50,000 36,641 ﾊｶﾞｷ、i-phone利用料等

（４）慶弔費 80,000 80,000 教職員転退職祝

Ⅲ 予備費⑤ 140,000 0

（１）予備費 140,000 0

支出計⑥ 1,670,000 1,025,641 =③+④+⑤

次期繰越収支差額⑦ 10,275,157 10,845,516 =②-⑥

【特別会計】
■収入の部

２年度予算 ２年度決算 備考

前期繰越収支差額⑧ 4,061,469 4,061,469

Ⅰ 積立金 800,000 800,000 一般会計より

Ⅱ 雑収入 30 33 受取利息

収入計⑨ 4,861,499 4,861,502

■支出の部
２年度予算 ２年度決算 備考

Ⅰ 名簿作成費 0 0

Ⅱ 周年記念事業費 0 0

支出計⑩ 0 0

次期繰越収支差額⑪ 4,861,499 4,861,502 =⑨-⑩

【総合計】
前期繰越収支差額⑫ 14,331,626 14,331,626 =①+⑧

次期繰越収支差額⑬ 15,136,656 15,707,018 =⑦+⑪

令和２年度 決算報告（案）
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　会長より提出された決算につき、諸帳簿・通帳等を監査したところ、適正に処理

　されていることを報告いたします。

会計監査　　佐久間　秀幸

会計監査　　小原　　正好

令和3年6月17日

会 計 監 査 報 告（案）



　第４号議案
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【活動方針】

　次の大きな節目である母校創立５０周年(令和4年)に向け、同窓会として広報活動と組織体制を
さらに強化しつつ、下記の事業を推進していきます。

●　母校創立50周年に向け、学校・ＰＴＡと共同で準備をすすめる （実行委員会設置済み）

●　創立50周年同窓会名簿の作成を開始（令和4年5月発行予定）

●　ホームページの運営とメールマガジン「かえる便り」の発行

●　職場や団体・地域などを単位とした同窓会支部の設置準備

●　母校への援助、母校の部活動や同窓会支部への援助金の交付

●　会員相互間の親睦を図るための事業の実施

●　セクレタリによる同窓会運営体制の充実

【年間計画】

令和3年 ～30日 通常総会（書面決議）

幹事総会(研修会・懇親会)開催

令和4年 入会式開催・入会記念品贈呈

卒業証書授与式に出席

※　役員会を随時開催する。（年３回程度）

※　セクレタリ会議を随時開催する。（年６回程度）

※　創立50周年記念事業実行委員会に出席する。(随時)

・第２回　4月28日 ・第３回　6月28日

※　開かれた学校づくり委員会に出席する。(年３回予定)

・第１回　6月7日 ・第２回　10月9日 ・第３回　1月

令和３年度 事業計画（案）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

12月

3月

3月

11日

8日

9日

6月 22日
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【一般会計】
■収入の部

２年度予算 ３年度予算 備考

前期繰越収支差額① 10,270,157 10,845,516

Ⅰ 会費 1,595,000 1,570,000 ＠5,000円×314名

Ⅱ 寄付金・協賛金 0 0

Ⅲ 特別会費 30,000 30,000 懇親会参加費等

Ⅳ 雑収入 50,000 50,000 名簿販売、グッズ販売等

収入計② 11,945,157 12,495,516

■支出の部
２年度予算 ３年度予算 備考

Ⅰ 事業費③ 1,280,000 1,640,000

（１）広報費 30,000 50,000 ＨＰ管理費用等

（２）企画事業費 50,000 50,000 かんな祭・親睦事業等

（３）周年事業費 800,000 800,000 周年事業積立(特別会計へ)

（４）援助費 300,000 500,000 部活動等への援助

（５）記念品費 100,000 240,000 卒業証書入れ

Ⅱ 運営費④ 250,000 250,000

（１）会議費 100,000 100,000 総会・役員会会場費、懇親会費等

（２）事務費 20,000 20,000 卒業アルバム購入、消耗品等

（３）通信費 50,000 50,000 切手、ﾊｶﾞｷ、i-phone利用料等

（４）慶弔費 80,000 80,000 教職員転退職祝、香料等

Ⅲ 予備費⑤ 140,000 100,000

（１）予備費 140,000 100,000

支出計⑥ 1,670,000 1,990,000 =③+④+⑤

次期繰越収支差額⑦ 10,275,157 10,505,516 =②-⑥

【特別会計】
■収入の部

２年度予算 ３年度予算 備考

前期繰越収支差額⑧ 4,061,469 4,061,469

Ⅰ 積立金 800,000 800,000 一般会計より

Ⅱ 雑収入 30 30 受取利息

収入計⑨ 4,861,499 4,861,499

■支出の部
２年度予算 ３年度予算 備考

Ⅰ 名簿作成費 0 0

Ⅱ 周年記念事業費 0 0

支出計⑩ 0 0

次期繰越収支差額⑪ 4,861,499 4,861,499 =⑨-⑩

【総合計】
前期繰越収支差額⑫ 14,331,626 14,906,985 =①+⑧

次期繰越収支差額⑬ 15,136,656 15,367,015 =⑦+⑪

令和３年度 事業予算（案）
令和3年4月1日～令和4年3月31日



７

役職名 氏　名 卒期

会長 樫浦　敏彰 ６期 留任

依田　　誠 ７期 留任

髙橋 かん奈 ５期 留任

小沼 賢太郎 35期 留任

佐増　憲一 36期 留任

新妻 まゆみ 24期 留任

佐藤　和彦 10期 留任

佐久間 秀幸 １期 留任

小原　正好 ２期 留任

高木 千重子 １期 留任

森田　髙雄 ２期 留任

安藤　一宏 ２期 留任（南高教員）

藤井　政之 ４期 留任

小林　康一 ４期 留任

山中　悦子 ６期 留任（南高教員）

石川　和利 ７期 留任

梅井　泰宏 ７期 留任

鈴木　博史 ７期 留任

地頭所 孝人 ９期 留任

須藤　浩志 ９期 留任

井上　昌典 ９期 留任

大野 奈津子 10期 留任

岩井　康史 11期 留任

渡部　　勲 14期 留任

福島　康介 18期 留任

西村　　敦 23期 留任

池澤　由寿 23期 留任

小海　寿枝 27期 留任

大塚　大介 36期 留任

堀　　優太 36期 留任（南高教員）

坂本　龍太 40期 留任（南高教員）

会計

会計監査

常任幹事

役 員 改 選 (案)

任期：令和5年度通常総会後まで

副会長

書記


