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東久留米市立東中学校 

  2017年度同窓会総会 議事録             2018年 4月 14日 

                            事務局長 古城義之 

・会期 2018年 4月 14日(土）18:00~18:35 

・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） 

・出席者 西川さん 日下部さん 大塚さん 川副さん 野島さん 古城 

審議結果まとめ 

全議案全会一致で、承認されました。 

 

1号議案 2017年度活動報告  

2号議案 2017年度会計報告/監査報告  

3号議案 2018年度活動計画   

4号議案 2018年度予算  

5号議案 2018年度 同窓会役員/事務局の承認 

1号議案 2017年度 活動報告 

①  2017年度 組織体制報告 同窓会役員/事務局 

役員   会長    野島 善司 

副会長    日下部 晴彦 大塚 昇 

個人情報保護管理室長 日下部 晴彦 

会計    川副 晶子 奈幡由美子 

監査役   吉永 むつみ 外山 明生 

事務局  事務局長  古城 義之 

副事務局長  平城 匡史 平城 尚史 曽我部雅一 

② 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 11日（土),12日（日）  

場所：東久留米駅前 

物販：エッグタルト ライブ販売 

 立ち寄ってくださる方、元先生、卒業生の方々、多くの方からお声がけい

ただきました。（リピータあり） 

 曽我部さん中心に同期の方々で設営・販売を実施 

1200個 完売  約 8万円の利益   

収支報告  2号議案で報告 

③ 市民文化祭 音楽の集い参加報告 

日時 2017年 10月 22日（日） 

第 2部 14:20~ 
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場所 マロニエホール 

出演者 ピアノ 仁田原千賀子  歌   川副昌子  

    チェロ 菊地誠司 

曲目１．リベルタンゴ 作曲：アストルピアソラ 

  ２．カッチーニのアヴェマリア 作曲：Vladimir Vavilov 

  ３．東中校歌「われらが歌」作詞：古田拡作曲：有賀正助 

チェロの加入で、抜群のアンサンブルでした。 

運営、資料作成等の後方支援も行いました。 

出演者並びに協力いただいた方々ご苦労様でした 

④ 第 5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：2017年 11月 22日（火）  

場所：東中技術室において 

対象：第 1学年  

講師： ・東京大学大学院 特任准教授 倉橋みどりさん 

    ・日野自動車株式会社 参与 商品企画部担当  

          製品開発部 部長 熊坂正弘さん 

      コーディネータ 平城匡史さん 

⑤ 卒業生の皆さんへの同窓会活動 PR 

  ビラを作成し 卒業アルバムと同時に配付 

2号議案 2017年度会計報告 

 表１参照 

監査報告 

 会計担当並びに事務局により適正に処理されていることを確認した 

3号議案 2018年度活動計画 

① 市民祭りへの参加 

    継続参加コーディネータ：（曽我部さん） 

② 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、 2017 年度と同様に参加する     

コーディネータ：日下部さん 川副さん 

③ 第 6回職業講話 

学校が計画する進路指導教育を昨年度に引き続き支援する用意があることを

学校に申し入れる。 

コーディネータ：平城尚史さん 
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４号議案 2018年度予算 

   表２ 参照 

５号議案 2018年度 同窓会役員/事務局の承認 

役員   会長  西川徹夫 

副会長 日下部 晴彦 大塚 昇 

個人情報保護管理室長 日下部 晴彦 

会計    川副 晶子 奈幡 由美子 

監査役    吉永 むつみ 外山 明生 

事務局 事務局長   古城 義之 

副事務局長   平城 匡史 平城 尚史 曽我部雅一  

 

野島善司会長は、継続して就任していただけないとのことで、第６期卒業生

の西川徹夫様に会長就任をお願いし、快諾いただきました。本総会において

承認されました。 

 

 

表１   2017年度会計報告 

2017 年度まとめ 
      

  予算     実績     

適用 収入 支出 残高 収入 支出 残高 

繰越金     ¥237,662     ¥237,662 

会議室使用料   ¥5,000 ¥232,662   ¥2,900 ¥234,762 

職業講話運営費   ¥5,000 ¥227,662   ¥0 ¥234,762 

HP 維持管理費   ¥3,395 ¥224,267   ¥3,395 ¥231,367 

幹事会、総会資料印刷代   ¥5,000 ¥219,267   ¥0 ¥231,367 

卒業生配布用ビラ   ¥5,000 ¥214,267   ¥3,856 ¥227,511 

市民文化祭等参加費   ¥5,000 ¥209,267   ¥5,000 ¥222,511 

市民祭り参加費   ¥35,000 ¥174,267 ¥84,604   ¥307,115 

入会金 ¥36,000   ¥210,267 ¥49,200   ¥356,315 

              

寄付金 ¥30,000   ¥30,000 ¥10,000   ¥366,315 

2017 年度末 ¥66,000 ¥63,395 ¥240,267 ¥143,804 ¥15,151 ¥366,315 
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表２  2018年度予算 

2018 年度予算 
   

  予算     

適用 収入 支出 残高 

繰越金     ¥366,315 

会議室使用料   ¥5,000 ¥361,315 

職業講話運営費   ¥5,000 ¥356,315 

HP 維持管理費   ¥3,395 ¥352,920 

幹事会、総会資料印刷代   ¥5,000 ¥347,920 

卒業生配布用ビラ   ¥5,000 ¥342,920 

市民文化祭等参加費   ¥5,000 ¥337,920 

市民祭り参加費 ¥20,000 ¥35,000 ¥322,920 

イベント用のぼり作成代   ¥15,000 ¥307,920 

市民祭り備品購入代 

  (オーブントースター） 
  ¥10,000 ¥297,920 

入会金 ¥49,200   ¥347,120 

寄付金 ¥30,000   ¥377,120 

2018 年度末計画 ¥99,200 ¥88,395 ¥377,120 

 


