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 東久留米市立東中学校  
  2016年度同窓会総会  
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・会場 市民プラザ・市民ひろば プラザ会議室 



 

2016年度同窓会総会 式次第  

2 

 

1号議案 2016年度活動報告  

2号議案 2016年度会計報告/監査報告  

3号議案 2017年度活動計画   

4号議案 2017年度予算  

5号議案 2017年度 同窓会役員/事務局の承認   

 

      議事終了  



 

1号議案 2016年度活動報告  
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①  2016年度 同窓会役員/事務局  

②  幹事会の開催報告 

③ 市民みんなの祭り、商工祭市民文化祭 参加報告  

④  市民文化祭 音楽の集い参加報告 

⑤ 第４回 職業講話の報告   

⑥ 卒業生の皆さんへの同窓会活動PR  

 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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① 2016年度 同窓会役員/事務局  

 
役員   

役職   氏名   卒年次   

会長   野島 善司 1期   

副会長   日下部 晴彦  11期   

大塚 昇  11期   

個人情報保
護管理室長 

日下部 晴彦  11期   

会計   三浦 生子 11期   

奈幡由美子 11期   

監査役   吉永 むつみ 12期   

外山 明生  13期   

事務局   

役職   氏名   卒年次   

事務局長 古城 義之   11期   

副事務局長  富田 高広    12期   

平城 匡史   13期   

平城 尚史   15期   

曽我部雅一 14期  



 

1号議案 2016年度活動報告  
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② 幹事会の開催報告 

 

    第1回 東中同窓会幹事会 7月24日 

    第2回 東中同窓会幹事会 8月27日 

    第3回 東中同窓会幹事会 3月26日 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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③ 市民みんなの祭り、商工祭市民文化祭 参加報告  

目的：同窓会活動のPR 

会期：11月12日（土),13日（日）  

場所：東久留米駅前 

物販：エッグタルト ライブ販売 

      ビール、ジュースの販売 

  立ち寄ってくださる方、元先生、卒業性の方々、多くの 

  方からお声がけいただきました 

  2日間とも好天に恵まれて当初の計画を大きく上回る 

  タルトの販売結果を残すことができました（約1200個） 

  なんとか赤字にならずに済みました 

 

 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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③ 市民みんなの祭り、商工祭市民文化祭 参加報告  

 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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④  市民文化祭 音楽の集い参加報告 

 

目的：同窓会活動のPR、運営の支援（スタッフ参加） 

会期：11月20日（日）  

場所：まろにえホールに於いて 

出演：歌   川副 晶子さん 

   ピアノ 宗 のぶひこさん  

演目： ・ヘンデル作曲 私を泣かせて 

    ・校歌 

 

スペシャルアレンジの校歌は、鳥肌が立つほどの名演奏 

でした、アメージング！！ 

 

 

 



 

1号議案 2015年度活動報告  
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④市民文化祭  

 音楽の集い参加報告 

 

 

 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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⑤ 第4回 職業講話の報告  
目的：生徒さんの進路や生き方・考え方・  
   能力育成の一助  
   学校が運営している。「進路学習」に  
   同窓会活動の一環として職業講話を実施  
会期：2016年11月22日（火）  
場所：東中体育館において 
対象：第1学年  
講師：  ・倉田 新 様 大学准教授【保育園経営】 
                （第１１期生） 
     ・石原 誠 様【フレンチレストラン オーナーシェフ】 
                （第１１期生） 
 
      コーディネータ 牛久保さん 
 
 
 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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⑤ 第４回 職業講話の報告  

 

 



 

1号議案 2016年度活動報告  
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⑥ 卒業生の皆さんへの同窓会活動PR  
    

  目的：同窓会活動の周知 

      名簿登録の促進 

 

卒業アルバム配布時に、 

  ビラを添付していただきました。  

 

平成29年3月18日 



 

2号議案 2016年度会計報告 /監査報告 
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  予算     実績     

適用 収入 支出 残高 収入 支出 残高 

繰越金     ¥193,916     ¥193,916 

会議室使用料   ¥5,000 ¥188,916   ¥3,150 ¥190,766 

職業講話運営費   ¥5,000 ¥183,916   ¥0 ¥190,766 

HP維持管理費   ¥3,425 ¥180,491   ¥3,395 ¥187,371 

幹事会、総会資料印刷代   ¥5,000 ¥175,491   ¥0 ¥187,371 

卒業生配布用ビラ   ¥5,000 ¥170,491   ¥2,158 ¥185,213 

市民文化祭等参加費   ¥5,000 ¥165,491   ¥4,335 ¥180,878 

市民祭り参加費   ¥35,000 ¥130,491 ¥11,459   ¥192,337 

入会金 ¥36,000   ¥166,491 ¥43,800   ¥236,137 

              

寄付金 ¥30,000   ¥196,491 ¥1,525   ¥237,662 

2016年度末計画 ¥66,000 ¥63,425 ¥196,491 ¥56,784 ¥13,038 ¥237,662 



 

2号議案 2016年度会計報告 /監査報告 
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 2016年度会計から報告された内容を監査し  

 適正に処理されていることを確認いたしま  

 した。  

 

    監査役  吉永 むつみ  

          外山 明生  

 

         代行   副会長 日下部 晴彦 



 

3号議案 2017年度活動計画 
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①2018年 東中創立55周年に向けたイベント 
    開催するか？幹事会で検討させていただく 

②市民祭りへの参加 
    久留米中学校、中央中学校との合同参加も視野に参加の方向で検討 
        コーディネータ：日下部さん 

④第5回職業講話 
学校が計画する進路指導教育の支援活動として昨年度に引き続き、開催を学
校へ申し入れる。コーディネータ：平城匡史さん 

③市民文化祭 音楽の集い参加 
同窓会活動のPRを目的として、2016年度と同様に参加する 
        コーディネータ：川副さん 



 

3号議案 2017年度活動計画 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

総会 

幹事会 

職業講話 

市民文化祭 

市民みんな
のまつり 

準備 

準備 



 

4号議案 2017年度予算 
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  予算     

適用 収入 支出 残高 

繰越金     ¥237,662 

会議室使用料   ¥5,000 ¥232,662 

職業講話運営費   ¥5,000 ¥227,662 

HP維持管理費   ¥3,395 ¥224,267 

幹事会、総会資料印刷代   ¥5,000 ¥219,267 

卒業生配布用ビラ   ¥5,000 ¥214,267 

市民文化祭等参加費   ¥5,000 ¥209,267 

市民祭り参加費   ¥35,000 ¥174,267 

入会金 ¥36,000   ¥210,267 

寄付金 ¥30,000   ¥240,267 

2017年度末計画 ¥66,000 ¥63,395 ¥240,267 



 

5号議案 2017年度 同窓会役員/事務局の承認 
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① 2016年度 同窓会役員/事務局  

 役員   

役職   氏名   卒年次   

会長   野島 善司 1期   

副会長   日下部 晴彦  11期   

大塚 昇  11期   

個人情報保
護管理室長 

日下部 晴彦  11期   

会計   川副 晶子 13期   

奈幡由美子 11期   

監査役   吉永 むつみ 12期   

外山 明生  13期   

事務局   

役職   氏名   卒年次   

事務局長 古城 義之   11期   

副事務局長  平城 匡史   13期   

平城 尚史   15期   

曽我部雅一 14期  



 

1 

 

東久留米市立東中学校 

  2016年度同窓会総会 議事録                2017年 4月 8日 

                                事務局長 古城義之 

・日時 2017年 4月 8日(土）17:30~18:30 

・会場 市民プラザ・市民ひろば プラザ会議室（東久留米市役所 1F） 

 

参加者 5名（うち役員 2名、事務局員 3名） 

 

東久留米市立東中学校同窓会総会は、議長として同窓会副会長の日下部晴彦（第 11期）を指名し、

議長の下で以下の議案について審議採決が行われた。 

  （議案については、別紙東久留米市立東中学校 2016年度同窓会総会議案書 参照） 

 

1号議案 2016年度活動報告 

・議長の要請に基づき、第 1号議案（2016年度活動報告）につき、事務局長古城義之（第 11期）

が提案説明を行い、質疑応答の後承認の可否が問われ、異議なく承認された。 

 

2号議案 2016年度会計報告/監査報告  

・議長の要請に基づき、第 2号議案（2016年度会計報告）につき、会計担当三浦生子が 

会計報告を行った。引き続き、議長が監査報告を要請し、監査役代行による監査で問題なかった

ことが報告された（監査役欠席のため、副会長日下部晴彦（第 11期）が報告代読）。 

以上につき質疑応答の後承認の可否が問われ、異議なく承認された。 

 

3号議案 2017年度活動計画   

・議長の要請に基づき、第 3号議案（2017年度活動計画）につき、事務局長古城義之（第 11期）

が提案説明を行い、質疑応答の後承認の可否の議決が行われ、参加者の賛成多数で可決された。 

 

4号議案 2017年度予算  

・議長の要請に基づき、第 4 号議案（2017 年度予算案）につき、事務局長古城義之（第 11 期）

が提案説明を行い、質疑応答の後承認の可否の議決が行われ、参加者の賛成多数で可決された。 

 

5号議案 2017年度 同窓会役員/事務局の承認   

・議長の要請に基づき、第 5 号議案（2017 年度同窓会役員）につき、事務局長古城義之（第 11

期）が提案説明を行い、役員及び事務局員の候補者から自己紹介があり、質疑応答の後承認の可

否が問われ、参加者の賛成多数で全員承認された。 

 

議長日下部晴彦より、以上をもって予定議案すべての審議採決が終了したことが告げられ、閉会

が宣言された。 


