
・会期 2016年4月9日(土）15:00~17:00 

 

 

    

 

 

 東久留米市立東中学校  
  2015年度同窓会総会  

1 

・会場 市民プラザ・市民ひろば プラザ会議室 



 

2015年度同窓会総会 式次第  

2 

 

1号議案 2015年度活動報告  

2号議案 2015年度会計報告/監査報告  

3号議案 2016年度活動計画   

4号議案 2016年度予算  

5号議案 2016年度 同窓会役員/事務局の承認   

 

      議事終了  



 

1号議案 2015年度活動報告  
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① 2015年度 同窓会役員/事務局  

② 幹事会の開催報告  

③ 市民文化祭 音楽の集い参加報告 

④ 第３回 職業講話の報告   

⑤ 卒業生の皆さんへの同窓会活動PR  
 



 

1号議案 2015年度活動報告  
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① 2015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 2015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20日（月） 6名  

第2回 東中同窓会幹事会 9月26日（土） 6名  

第3回 東中同窓会幹事会 1月23日（土） 5名   

 



 

1号議案 2015年度活動報告  
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③ 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22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 仁田原 千賀子さん  

演目：  ヘンデル作曲 樹々の陰で 

     荒井由美作曲 卒業写真 

     東中校歌 

演奏は本当にすばらしかった 

・同窓会HPへ掲載した記録映像は570件の再生がされた 

・東中校歌の評価が非常に高かった（反省会で） 

 

 



 

1号議案 2015年度活動報告  
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④ 第3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：2015年12月8日（金）  

場所：東中技術家庭ルームにおいて 

対象：第1学年  

講師：2名   ・外資系企業経営  

       ・カフェ経営  

 
 



 

1号議案 2015年度活動報告  
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④ 第3回 職業講話の報告  

 
 



 

1号議案 2015年度活動報告  
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④ 第3回 職業講話の報告  

 
 

評価と課題  

 ・2014年度に第2回が開催され、当年度第3回を開催  

  することができました。  

 ・学校からは、好評をいただきました。  

   生き方、働くことの大切さ、厳しさ、  

   喜びをそして、生徒さんへのエールを  

   送ることができたと思います。  

 ・講師には、手弁当で事前の準備を含めご苦労を 

   おかけしました。  



 

1号議案 2015年度活動報告  
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⑤ 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。  

 



 

2号議案 2015年度会計報告 /監査報告 

11 

  予算     実績     

適用 収入 支出 残高 収入 支出 残高 

繰越金     
¥115,67

0 
    

¥130,21
7 

会議室使用料   ¥5,000 
¥110,67

0 
  ¥3,500 

¥126,71
7 

職業講話運営費   ¥5,000 
¥105,67

0 
  ¥0 

¥126,71
7 

HP維持管理費   ¥3,425 
¥102,24

5 
  ¥3,395 

¥123,32
2 

幹事会、総会資料印刷代   ¥5,000 ¥97,245   ¥5,342 
¥117,98

0 

卒業生配布用ビラ   ¥5,000 ¥92,245   ¥2,480 
¥115,50

0 

市民文化祭等参加費   ¥20,000 ¥72,245   ¥4,000 
¥111,50

0 

入会金 ¥36,000   
¥108,24

5 
¥45,600   

¥157,10
0 

寄付金       ¥36,816   
¥193,91

6 

2015年度末 ¥36,000 ¥43,425 
¥108,24

5 
¥82,416 ¥18,717 

¥193,91
6 



 

2号議案 2015年度会計報告 /監査報告 
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 2015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 2016年度活動計画 
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①東中卒業アルバムの電子化、永久保存について 
 老朽化が進みボロボロになってきている。このまま放置できないので、電子化
（電子ブック）する 

 業者に委託すると高額であるために、プライベートの機器で取り込む方法も
考えられる。手弁当で支援 

個人情報保護を遵守することを前提に、データの使い方については、今後幹事
会で検討する 
 学校にアルバムの貸与を申し入れる 

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、2015年度と同様に参加する 

③第4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、講師公募に際しては協力をお願いします。 



 

3号議案 2016年度活動計画 
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④市民みんなのまつりへの参加 
同窓会活動のPR並びに収益を目的として参加する 
2013年度から検討し見送っていたが、市民祭りは集客力があり、物販による
収益が期待できることから参加する 

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 

卒業アルバ
ム電子化 

準備 

役員/事務局改選準備 

準備 作業 



 

4号議案 2016年度予算 
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  予算     
適用 収入 支出 残高 
繰越金     ¥193,916 
会議室使用料   ¥5,000 ¥188,916 
職業講話運営費   ¥5,000 ¥183,916 
HP維持管理費   ¥3,425 ¥180,491 
幹事会、総会資料印刷代   ¥5,000 ¥175,491 
卒業生配布用ビラ   ¥5,000 ¥170,491 
市民文化祭等参加費   ¥5,000 ¥165,491 
市民祭り参加費   ¥35,000 ¥130,491 
入会金 ¥36,000   ¥166,491 
寄付金 ¥30,000   ¥196,491 
2016年度末計画 ¥66,000 ¥63,425 ¥196,491 



 

5号議案 2016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   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  

 2017年度は、役員/事務局の改選になり

ます。組織・人員の若返りを図りたいと考え
ていますので、協力をお願いします。 



東久留米市立東中学校同窓会 

2015年度同窓会総会 議事録 

 

・日時 2016年 4月 9日(土）15:00~17:00 

・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 2名） 

 

東久留米市立東中学校同窓会2015年度総会は、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。 

議長より、本日の参加者が 5名であることが報告された。 

 

冒頭議長より、下記報告がなされた 

 ・第 9 期同期会開催にあたり、協力要請を受け準備並びに支援活動を同窓会が実施し

た。 

 ・東中から学校評議員の選任の協力要請があり、同窓会から 2 名の評議員候補を推薦

し、受け入れられた。 

第 1号議案 2015年度活動報告 

・議長の要請に基づき、第 1号議案（2014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、異議なく多数の拍手に

より承認された。 

 

第 2号議案 2015年度会計報告および監査報告 

・議長の要請に基づき、第 2号議案（2015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、監査役代行による監査で問題なかったことの報告がな

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）。 

・以上につき質疑応答の後承認の可否が問われ、異議なく多数の拍手により承認された。 

 

第 3号議案 2016年度活動計画案 

・議長の要請に基づき、第 3号議案（2016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。 

第 4号議案 2016年度予算案 

・議長の要請に基づき、第 4号議案（2016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。 

 



第 5号議案 2016年度同窓会役員の承認 

・議長の要請に基づき、第 5号議案（2016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、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

れた。総会出席者への感謝の辞が述べられ、今後の同窓会活動への協力依頼がなされ、

閉会が宣言された。 

以上 


