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日	 時	 :	 平成２３年６月５日（日）	 

午後１時より	 

会	 場	 :	 母校	 会議室	 

	 

	 

	 

船橋市立船橋高等学校同窓会	 



総	 会	 次	 第	 

	 

１．開会のことば	 

２．会長挨拶	 

３．学校長挨拶	 

４．議長選出（書記任命）	 

５．議事	 

（１）平成 22 年度活動報告及び承認	 

（２）平成 22 年度決算報告及び承認	 

（３）会計監査報告	 

（４）平成 23 年度活動計画（案）及び承認	 

（５）平成 23 年度予算（案）及び承認	 

	 （６）会則の改正	 

（７）役員の承認	 

６．閉会のことば	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 懇	 	 	 談	 



（１）平成２２年度活動報告 

１、広報活動と組織拡充活動	 

同窓会に広報委員会・組織委員会と事務局を置き、会員相互並びに事務局

とのつながりを深める活動や広報活動に努めました。	 

①広報委員会では、２２年間にわたり発行してまいりました「会報アルファ

ー」にかわり、誰もが何時でも見ることができて随時情報提供ができ、更に

皆様の情報を発信する場として、公式ホームページを開設しお届けして参り

ました。	 

②組織委員会では、多数の会員から連絡のあった住所変更等に基づき同窓会

名簿の整理を行いました。	 

２．創立 50 周年記念式典・祝賀会を挙行	 

	 	 ①役員が一丸となって準備してまいりました記念式典・祝賀会は、東京デ

ィズニーランドホテルにおいて学校関係者のご臨席を得て三百人以上の同

窓生が参加し厳粛に、且つ盛大で楽しく挙行することができました。	 

３．学校及び諸団体との協力	 

	 	 ①後援会幹事会に出席し、意見交換しました。	 

４．母校・在校生への教育振興等	 

	 	 ①在校生が、より豊かに楽しく学校生活を送れる一助として、教育振興費

を贈りました。	 

②アルファー祭にコーナーを出店し、将来の会員である在校生と教職員、

並びに来校者に寄与すると共に、同窓会活動を理解していただくＰＲを行

いました。	 

５．同窓会入会式の開催	 

①学校の協力を得て、平成２２年度の卒業生に対し同窓会入会式を実施い

たしました。	 

６．定期総会の開催	 

	 	 ①創立５０周年記念式典を前に、同ホテル会議室で開催いたしました。	 

７．会議、式典等への出席	 	 	 

①卒業式・入学式に出席し、生徒を祝福いたしました。	 

	 	 ②学校関係会議に出席し、意見交換や提言をいたしました。	 	 

８．事務局の活動	 

	 	 ①情報の収集並びに会員等からのお尋ね、相談や資料提供等に対応いたし

ました。	 

②ホームページ運営などの課題解決のため毎月１回、幹事会を開催しまし

た。	 



	 

平成２２年度事業基金会計 報告書 

 
自 平成 22 年 ４月 １日 ～至 平成 23 年 3 月３１日 

 
 

収入の部 
  

科  目 金  額 備   考 

繰入金 200,000  本会計より 

繰入金 400,000  ５０周年事業会計より 

繰越金 7,900,000      

合  計 8,500,000   

   

   
支出の部 

  

科  目 金  額 備   考 

  拠出金 2,000,000   本会計へ 

      

      

合  計 2,000,000   

   

次期繰越金 ￥6,500,000- 
 

(内 訳）  ゆうちょ銀行 
定額貯金 Ｎｏ10590-26879041  

\5,000,000- 

 
東京東信用金庫 

普通預金 No 0041363                

\1,500,000- 

	 



	 

創立５０周年祝賀会会計報告 

    

収入の部 金  額 支 出 の 部 金  額 

積立金 3,287,279 
会場費 （東京ディズニー

ランドホテル） 
3,510,074 

会 費 1,664,920 会費振込み手数料 40,600 

ご祝儀 60,000 
会費返却 （5,000 円×４７

人） 
235,000 

市船グッズ売り上げ 70,500 記念誌印刷代（５００部） 630,000 

受け取り利息 193 記念誌送付代 11,200 

    市船スポーツ振興基金へ 70,500 

    記録代（写真） 22,500 

    
雑 費（しおり印刷・名札・

ビニール袋他） 
118,862 

        

        

        

合   計 5,082,892 合   計 4,638,736 

    
 残金 \444,156- 下記口座へ入金しました。 

 

《 内訳 》 \400,000-  東京東信用金庫 普通 0041363 （特別会計） 

\44,156- 東京東信用金庫 普通 0037007 

	 



	 

	 



（４）平成２３年度活動計画	 

	 

	 

１．	 広報等の活動と組織拡充	 

①『会報アルファー』に替わり開設した、公式ホームページの拡充に努めます。	 

②会員の住所不明者が増加し調査に困難を来たしておりますが、引き続き同窓

会名簿の整理を行って参ります。	 

	 なお、個人情報保護の観点から名簿発行は致しませんが、引き続きクラス会

開催のための住所紹介等に対応してまいりますので事務局にご相談ください。	 

	 ③同窓会活動の充実や見直し、組織の拡充について検討してまいります。	 

２．学校及び諸団体との協力	 

①学校、後援会並びに父母と教師の会と連携を密にして、母校の発展や会

員への貢献に留まらず目的に沿った地域貢献を考えます。	 

３．母校・在校生への教育振興	 

	 ①教育振興費を贈り、設備の拡充と在校生の文化・スポーツの充実発展に寄

与いたします。	 

	 ②アルファー祭にコーナーを開設し、将来の会員である在校生や教職員、加

えて来校者に寄与すると共に、同窓会の位置づけと活動の啓蒙に努めます。	 

４．同窓会入会式の開催	 

①平成２３年度卒業生の為の同窓会入会式を開催いたします。	 

５．定期総会の開催	 

	 	 ①同窓会第３７回定期総会を開催いたします。	 

６．会議、式典等への出席	 

	 ①入学式・卒業式や学校関係会議に出席し在校生を祝福すると共に、学校、

生徒、同窓生のために意見交換や提言等を行い、同窓会の反映に努力いた

します。	 

７.	 事務局の活動	 

	 	 ①毎月１回、幹事会を開催し課題の解決などに努めます。	 

②会員等からの情報提供やお尋ね等に対応します。	 



	 

（5） 平成 23 年度  一般会計予算(案) 

     
自 平成 23 年 ４月 １日 ～至 平成 24 年 ３月３１日 

収入の部 
    

科  目 金  額 備   考 

会 費 1,200,000       

雑収入 30,000 アルファー祭 売上 銀行利息   

繰越金 739,511       

合  計 1,969,511       

     
支出の部 

    

科  目 金  額 備   考 

会議費 50,000       

事務通信費 100,000 郵送料、電話料、消耗品他   

渉外費 50,000       

備品費 50,000       

教育振興費 600,000 生徒会へ     

委員会活動費 100,000 組織、広報委員会   

ホームページ維持管理費 126,000       

事業基金積立金 200,000       

予備費 693,511       

合  計 1,969,511       

	 



（６）	 会則の改正（案） 

船橋市立船橋高等学校同窓会会則第７条（本会に次の役員を置く）の一部

を次のように改正する。 
①行事の見直しと充実を図るため、行事委員長並びに同副委員長を新設す

る。 
②組織を拡充するため、組織委員長並びに同副委員長の名称を組織拡充委

員長並びに同副委員長に改める。 
 

（７）	 	 役	 員（案） 

役	 	 	 職 氏	 	 名 卒期 

会	 	 	 長 三浦 司郎 	 ６ 
副  会  長 鈴木 峰雄 	 ２ 
副  会  長 森田 雅巳 １２ 
事 務 局 長 堀内万貴子 １０ 

事務局次長 鳥飼由紀子 １２ 

事務局次長 松山 哲平 ４２ 

行事委員長 鹿児島 実 ３１ 

行事副委員長 前田健一郎 ３１ 
広報委員長 佐藤 辰之 １２ 
組拡委員長 滝口 靖敏 １３ 
会	 	   計 森田氏兼務 １２ 

監	   	 事 鈴木 	 武 	 ３ 
監	   	 事 田中 紳雄 １８ 
幹	 	 	 事 松山 典夫 １２ 

幹	 	   事 大河原 仁 ３０ 

 
相  談  役 家入 正之 	 １ 

相  談  役 出川 龍一 	 ２ 

	 


