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書面審議の結果報告

同窓会規約では定時理事会に出席の多数により議決したなど

を総会で報告するとしています。令和３年度定時理事会はや

むなく中止のため、今回は特例として、理事会開催通知340

通に対し出席もしくは欠席連絡のあった204名の理事に本資

料を送付し、議決事項への認否を確認したところ、回答葉書

全数87名の同意を得ました。
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議案１

 2020（令和２）年度  同窓会事業報告

１月11日㈯	 第７０期生（平成３０年３月卒）成人記念同期会（プラザ菜の花１５時～）

　　　　　　　　　　生徒２５２名　役員５名　職員１５名　合計２７２名参加	

１月18日㈯	 令和２年度　定時理事会（母校大会議室　１４時～）参加８１名

１月28日㈫	 令和２年卒業同窓会代表生徒と事務局長の打合わせ会（母校大会議室）

２月１日㈯	 同窓会報発行（第49号）

２月１日㈯	 令和２年度　総会・懇親会（京成ホテルミラマーレ　16時～）

	 　　同窓生　３８４名　　来賓　５名　　合計３８９名

３月18日㈬	 卒業記念品（卒業証書ホルダー）贈呈

４月	 名簿管理システム名簿データ追加（令和２年卒）

６月　　　　　	卒業生講演会（１年・総合学習）　講師：昭和５３年卒の同窓生　＜中止＞

10月７日㈬		 第７１期生・成人記念同期会打合わせ（プラザ菜の花）

	 各クラス同窓委員（12名）と第７０期正副会長（２名）、同窓会事務局（２名）

	 合計14名により協議を行った。

	 １）　同期会開催の有無について

	 ２）　会場並びに開催方法について

10月22日㈭	 令和３年度　同窓会総会・懇親会中止案内発送

	 卒業生講演会（２年・総合学習）「先輩に学ぶ」　＜中止＞

　　　　　　　同窓会報原稿執筆依頼発送

11月20日㈮　　第７１期生・成人記念同期会案内発送

11月24日㈫　　令和３年度　定時理事会案内発送

12月	 インターンシップ事業協力（１年希望者対象）　＜中止＞

12月28日㈪　　第７１期生・成人記念同期会中止のお知らせ発送

※中学校総合学習協力　社会人講演会　＜中止＞
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議案２ 2020（令和２）年度　同窓会会計決算書
令和２年１月１日〜令和２年12月31日

１．収入の部 総額 5,696,469 円
予算額 収入額 増減 備考

繰越金 2,731,954 2,731,954 0
同窓会入会金 1,617,000 1,608,500 -8,500
同窓会費等 0 0 0
寄付金 300,000 490,000 190,000 　※１
会報寄付金 1,000,000 866,000 -134,000
雑収入 46 15 -31 預金利息

5,649,000 5,696,469 47,469
　　※１　千葉高昭和53年卒業生様より490,000円の寄付をいただきました。

２．支出の部 総額 3,834,117 円
予算額 支出額 予算残額 備考

(1) 事業費 3,215,000 2,332,033 882,967
卒業記念費 150,000 132,616 17,384 卒業証書ホルダ
会報発行費 565,000 563,200 1,800 同窓会報49号印刷
会報配布費 720,000 740,485 -20,485 同窓会報個別49号発送
卒業生講演会費 150,000 0 150,000 高校総合学習
学校活動振興費 100,000 20,000 80,000 中学校社会人講演会
委員会活動費 50,000 0 50,000 委員会打ち合わせ
支部援助費 300,000 30,000 270,000 葛の花会通信費補助等
成人記念同期会支援費 680,000 565,232 114,768 成人記念同期会
名簿管理システム整備費 500,000 280,500 219,500 名簿管理システム維持

(2) 運営費 1,090,000 502,084 587,916
会議費 120,000 74,261 45,739 理事会・常務役員会
印刷費 100,000 126,221 -26,221 総会理事会資料等印刷
通信費 300,000 225,308 74,692 総会・理事会案内はがき・電話料
慶弔費 50,000 0 50,000 弔電・生花
渉外費 150,000 0 150,000 会長渉外費
事務局関係費 250,000 39,574 210,426 ホームページ維持管理・事務用品
事務局整備費 100,000 0 100,000 事務局通信機器等整備
雑費 20,000 36,720 -16,720 振込手数料・入会金返金等

(3) 母校支援金 1,100,000 1,000,000 100,000 部活動支援
(4) 予備費 244,000 0 244,000

5,649,000 3,834,117 1,814,883

３．差引残高 (次年度繰越金） 総額 1,862,352 円 1,862,352

４．同窓会基金の部 総額 21,541,342 円
令和元年度末残額 令和２年度末残額 増減 備考

6,000,000 6,000,000 0 千葉銀行定期
10,098,960 10,099,816 856 千葉銀行定期　利息856円
4,153,387 4,153,421 34 千葉銀行　利息34円
1,261,093 1,288,105 27,012 名簿販売27000円，銀行利息12円
21,513,440 21,541,342 27,902

以上，報告いたします。　　　　　　令和２年１月15日

　 会計：　伊藤　　毅　　　　　橋本　麻紀
監査の結果，適正であったと認めます。　

　　　令和２年1月１８日 監査：　山本　康昭　　　　　　小澤　　晃

　　　　山田千代子　　　

基金
清水基金
130周年教育環境整備基金
130周年記念名簿会計

計

2020（令和２）年度　同窓会会計決算報告書
令和２年１月１日 ～ 令和２年１２月３１日

区分

区分

区分

計 (1)+(2)+(3)+(4)

計
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2021（令和３）年度  同窓会事業計画案

１月９日㈯	 第71回生（平成31年３月卒）成人記念同期会（千葉ポートアリーナ	１４時～）
	 	 生徒２１３名、　役員５名、　職員２名　　合計２２０名参加予定
	 ＜中止＞

会場を運営している千葉市より、運営管理者の千葉市スポーツ協会に新型コロナ
ウイルス蔓延により、２０２０年末より使用を自粛するように要請があり、31年
卒の同窓委員が協議の結果、中止と決定した。

　１月28日㈭	 今春卒業同窓会代表生徒と事務局長の打ち合わせ会	（母校大会議室）
３月卒業予定のクラス委員より常任理事（年度会長）と理事３名（内副会長１名）
と２年後の成人記念同期会の開催準備について説明。

	 １月30日㈯	 令和３年度	定時理事会（母校講堂	１４時～）　　＜中止＞
	 	 　参加予定　理事・役員６２名		 学校職員　１３名　　合計７５名

			２月６日㈯	 令和３年度　総会・懇親会（京成ホテルミラマーレ）　＜中止＞

	 ２月25日㈭	 同窓会報発行（第５０号）

	 ３月18日㈭	 卒業記念品（卒業証書ホルダー）贈呈

	 ４月	 名簿管理システム名簿データ追加（令和３年卒）

	 ６月１日㈫	 卒業生講演会（１年・総合学習）　
	 	 　講師：流通経済大学教授　龍崎　孝氏（昭和54年卒）　

	 10月	 第７２期生・成人記念同期会打合わせ（プラザ菜の花）

	 	 卒業生講演会（２年・総合学習）「先輩に学ぶ」

	 	 同窓会報原稿執筆依頼発送

	 11月	 第７２期生・成人記念同期会案内発送

	 	 令和４年度　定時理事会案内発送

	 12月	 令和４年度　総会・懇親会案内発送

	 	 インターンシップ事業協力（１年希望者対象）

	 	 ※中学校総合学習協力　社会人講演会　	　

　		 　　日時・回数は同窓会企画委員会と中学校で協議して行います。

議案３
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議案４

2021（令和3）年度　同窓会会計予算案
令和３年１月１日〜令和３年12月31日

１．収入の部 総額 4,762,700 円
予算額 前年度決算額 比較増減 備考

繰越金 1,862,352 2,731,954 -869,602

同窓会入会金 1,600,000 1,608,500 -8,500

同窓会費等 0 0 0

寄付金 300,000 490,000 -190,000

会報寄付金 1,000,000 866,000 134,000

雑収入 348 15 333

4,762,700 5,696,469 -933,769

２．支出の部 総額 4,762,700 円
予算額 前年度決算額 比較増減 備考

(1) 事業費 3,310,000 2,332,033 977,967

卒業記念費 150,000 132,616 17,384 卒業証書ホルダー

会報発行費 460,000 563,200 -103,200 同窓会報50号印刷 6,500部

会報配布費 750,000 740,485 9,515 同窓会報個別50号発送 3,500部

卒業生講演会費 150,000 0 150,000 高校総合学習

学校活動振興費 100,000 20,000 80,000 中学校社会人講演会

委員会活動費 50,000 0 50,000 委員会打ち合わせ

支部援助費 300,000 30,000 270,000 葛の花会通信費補助等

成人記念同期会支援費 1,050,000 565,232 484,768 成人記念同期会

名簿管理システム整備費 300,000 280,500 19,500 名簿管理システム維持

(2) 運営費 1,060,000 502,084 557,916

会議費 100,000 74,261 25,739 理事会・常務役員会

印刷費 170,000 126,221 43,779 総会理事会資料等印刷

通信費 300,000 225,308 74,692 総会・理事会案内はがき・電話料

慶弔費 50,000 0 50,000 弔電・生花

渉外費 150,000 0 150,000 会長渉外費

事務局関係費 130,000 39,574 90,426 ホームページ維持管理・事務用品

事務局整備費 80,000 0 80,000 事務局通信機器等整備

雑費 80,000 36,720 43,280 振込手数料・入会金返金等

(3) 母校支援金 300,000 1,000,000 -700,000 部活動支援・祝儀

(4) 予備費 92,700 0 92,700

4,762,700 3,834,117 928,583

2021（令和３）年　同窓会会計予算（案）
令和３年１月１日 ～ 令和３年12月31日

区分

区分

計

計 (1)+(2)+(3)+(4)
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６　その他報告

１．名簿管理システムの現状について

令和２年卒業生の名簿データ（３１８件）を追加した。現在の登録件数は３７,８９９件。

今年度新たに令和卒業生の項目を追加する必要があり、全項目で「令和」の検索・抽出項目の

追加を行い、検索・抽出を可能にした。

２．同窓会報の配布・寄付状況

■ 平成28年45号：6,000部印刷
在校生等校内利用	 1,300

同窓会総会・次年成人同期会での配布	 800

総会欠席の寄稿者へのお礼送付・次号寄稿依頼	 130

地域・職域葛城会等での配布	 1,300

過去の寄付者等への個別送付（総会欠席者）	1,500

	 　　　　合　計	 5,030

■ 平成29年46号：6,500部印刷
在校生等校内利用	 1,500

同窓会総会・次年成人同期会での配布	 800

総会欠席の寄稿者へのお礼送付・次号寄稿依頼	 150

地域・職域葛城会等での配布	 850

OB会・同期会等での配布	 1,100

個別送付（総会欠席者）	 1,500

　　　　　　合　計	 5,900

■ 平成30年47号：6,500部印刷

在校生等校内利用	 1,500

同窓会総会での配布	 400

総会欠席の寄稿お礼送付・次号寄稿依頼	 　150

地域・職域葛城会等での配布	 550

ＯＢ会・同期会等での配布	 1,200

個別送付（総会欠席者）	 2,610

　　　　　　合　計	 6,410

■ 平成31年48号：7,500部印刷
在校生など校内利用	 1,600
同窓会総会での配布	 350
個別送付（寄稿者を含む）	 3,500
個別送付（成人記念同期会）	 300
地域・職域葛城会での配布	 500
ＯＢ会・学年同期会での配布	 1,100

	　　　　合　計	 7,350

■ 令和２年49号：8,000部印刷
在校生など校内利用	 1,600
同窓会総会での配布	 400
個別送付（寄稿者を含む）	 3,500
個別送付（成人記念同期会）	 300

地域・職域葛城会での配布予定＊1
　 	 600

ＯＢ会・学年同期会での配布予定＊1
　 	 1,600

	　　　　合　計	 8,000

＊1…コロナ禍により中止多数のため未配布多数残

■ 令和３年50号：6,500部印刷
  前年比1,500部減の6,500部印刷・配布の予定

在校生など校内利用	 1,500

個別送付（寄稿者を含む）	 3,500

地域・職域葛城会での配布予定	 500

ＯＢ会・学年同期会での配布予定	 1,000

　　　　　合　計	 6,500

【令和２年度の会報寄付状況】
　個別送付あるいは葛城会での配布の際に寄付のお願いと振込票を添付。

寄付金額	 866,000円	 (H31年度	1,020,000円	 H30年度	 1,122,000円)
寄付人数	 	176名		 (　〃	 173名	 　〃	 192名)
　《内訳》
昭和14～ 35年卒	 47名	 (H31年度	 52名	 H30年度	 57名)
昭和36～ 49年卒	 83名	 (　〃	 91名	 　〃	 105名)
昭和50～ 63年卒　	 24名	 (　〃	 20名	 　〃	 25名)
平成卒	 20名	 (　〃	 10名	 　〃	 5名)
令和卒	 2名
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３．各地域・職域葛城会、ＯＢ会、同期会等の活動報告

叙勲・褒章等（敬称略）
氏　名 卒業年 叙勲・褒章等 備　　考

林　 正 寿 昭和36年卒 瑞宝中綬章
花 田　 力 昭和37年卒 旭日重光章
熊 野 明 夫 昭和43年卒 瑞宝双光章
麻 生 忠 男 昭和44年卒 旭日双光章
箕 輪 正 美 昭和44年卒 旭日小綬章

逝去（役員・理事）（敬称略）
氏　名 卒業年 逝去日 役　　　　職

伊 藤 敏 隆 昭和22年・定24年卒 令和２年４月21日 常任理事・葛の花会顧問
木 村 正 信 昭和28年卒 令和２年５月30日 理　事
田 那 村	 宏 昭和36年卒 令和２年１月19日 理　事・千葉葛城会副会長
江 村　 明 昭和40年卒 令和２年４月１日 理　事

予　定
年月日 種　類 卒業年 呼　称 備　　考

令和３年６月５日 同期会 昭和21・22年 昭和21・22年卒同期会 みどり
令和３年６月20日 同期会 昭和29年 福の会総会 京成ホテルミラマーレ
令和３年10月24日 同期会 昭和44年 44年卒古希記念同期会 京成ホテルミラマーレ
令和３年11月７日 同期会 昭和39年定 昭和39年卒定時制同期会
令和３年11月　日 同期会 昭和57年 昭和57年卒同期会
令和３年12月　日 同期会 昭和29年 福の会忘年会 東武レバントホテル東京

日程未定 同期会 昭和37年 喜寿記念総会懇親会
令和４年１月２日 同期会 昭和32年 昭和32年卒新年同期会

年月日 種　類 卒業年 呼　称 備　　考
令和２年１月３日 同期会 昭和54年
令和２年３月１日 同期会 昭和31年 三一会定例会 ホテルポートプラザちば
令和２年４月12日 地域葛城会 東金葛城会 志津本
令和２年６月６日 同期会 昭和21・22年 昭和21・22年卒同期会 みどり
令和２年６月６日 同期会 昭和30年 三十年会総会 京成ホテルミラマーレ
令和2年６月７日 地域葛城会 船橋葛城会 船橋グランドホテル
令和２年６月13日 葛の花会 葛の花会総会
令和２年６月14日 同期会 昭和29年 福の会 京成ホテルミラマーレ
令和２年６月20日 地域葛城会 千葉葛城会総会・懇親会 京成ホテルミラマーレ
令和２年10月３日 地域葛城会 長生茂原葛城会総会
令和２年10月９日 地域葛城会 東京葛城会総会
令和２年10月18日 同期会 昭和47年 昭和47年同期会 小石川テラス
令和２年10月25日 同期会 昭和44年 44年卒古希記念同期会 京成ホテルミラマーレ
令和２年11月７日 同期会 昭和51年 昭和51年同期会
令和２年11月14日 OB会 県千葉バレー部ＯＢ・ＯＧ会 場所未定
令和２年12月19日 同期会 昭和37年 昭和37年同期会

は中止行事
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2021（令和３）年度　千葉県立千葉高等学校同窓会　定時理事会出席予定者名簿

（同窓会関係）
役員
会長 林　孝二郎（39）
副会長 森　　茂(44)、　　戸谷　久子(46) 、　　先田　幸次郎（定49）、　池田　知行（54）
事務局長 阿佐　幸雄（35） 事務局次長 能勢　智(54) 会計 伊藤　　毅(59)
監査 山本　康昭（38） 参与 佐藤　英幸(36)

支部役員
葛の花会 永田　忠以(37）  東京 箕輪　正美(44) 長生茂原 加瀬　元(36)
東金 佐久間　邁(33) 千葉 本間　充武(38) 成田 松田　徹之（39）
木更津 辻元　洋一(37) 船橋 中山　泰正(42)

理事
昭和　21 土屋　剛 定37 永田　忠以(再掲) 53 川島　あずみ

22 斎藤　喜久三 38 本間　充武(再掲) 54 池田　知行(再掲)
28 市原　利久 山本　康昭(再掲) 御園生　博文
29 中村　浩紹 39 伊東　幹雄 56 本田　雅秀
30 大塚　正明 西村　信一 常包  滋也
早川　英明 林　孝二郎(再掲) 57 鈴木　卓

31 山中　齊 松田　徹之(再掲) 土屋　保之
32 井谷　延夫 山口　光濟 吉田　節子
中村　敏信 定39 三井　芳夫 定59 山本　誠司

定32 福原　肇 40 沢田　茂 61 増田　淳
33 佐久間　邁（再掲） 42 田邊　政裕 平成　２ 宮下　賢一
34 伊藤　貞雄 中山　泰正（再掲） 定８ 辻田  隆信
35 阿佐　幸雄（再掲） 44 箕輪　正美（再掲） 13 川崎　仁寛
信田　平 森　茂(再掲) 18 鹿渡　俊介

36 加瀬　元（再掲） 45 水谷　正彦 19 濱中　吾郎
佐藤　英幸（再掲） 46 上原　和男 26 小林　諭佳
高師　弘子 髙﨑  正雄 橋本　幹彦
蛭田　隆 戸谷　久子（再掲） 令和　２ 勝部　恭平

37 櫻井　武之 定49 先田  幸次郎（再掲） 倉澤　憲太朗
辻元　洋一(再掲) 50 園部　創 中山　貴恵
中村　宏 51 須藤　輝男

理事　62名
（学校関係） 校内事務局
校長 加藤　俊文 51 宮道　尚子 59 伊藤　毅（再掲）
副校長 茂呂　崇 54 能勢　　智（再掲） 60 倉内　美登里
教頭 小倉　雅人 56 山田　千代子 平成24 橋本　麻紀
教頭 本澤　孝博 58 川島　康行
事務長 榎本　幸男 59 宮郷　陽子

職員　13名
以上　75名

2021（令和３）年度　県立千葉高等学校同窓会 定時理事会出席予定者名簿
出席予定者：中止決定までに出席回答のあった方


