
 議　事　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和元（平成31）年度事業報告　　(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

 （１)会員数 #REF! 名(新卒279名を含む)

  (２)主たる事業

  　・卒業生、新入生への記念品贈呈      

        平成31年度入学生へ  ［校章］ 

        平成31年度卒業生へ  ［卒業証書ホルダー］

　　・開校記念式典、講演会　　　4月11日(木)

　　・桜を愛でる会　　　　　　　4月11日(木)

　　・同窓会報発行　　  　　  　5月7日(月)

    ・首都圏進学者歓迎会　　　　6月28日(金)

    ・会員ゴルフコンペ　　　 　10月13日(日)（桐生カントリークラブ）

　　・同窓会入会式　 　　　　　令和2年2月28日(金)

  (３)主たる会議等

    ・同窓会役員会      　　第1回6月13日(木)，第2回12月11日(水)，第3回2年2月26日(水),

　　　　　　　　　　　　　　第4回31年3月28日(木)

　　・同窓会総会運営委員会　6月13日(木)，2年2月26日(金)，2年3月25日(水)

    ・同窓会定期総会        7月13日(土)

　　・桐女との役員会　　　　6月7日(金）、8月29日（木）

令和２年度

 桐中･桐高 同窓会

 定期総会　議案書



 議　事　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成３１、令和元年度同窓会会計報告
１．基金の部（特別会計）

 ア　基本財産

イ　桜基金

（１）収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

科　　　　　目予  算  額 決　算　額 増　　　減 備　　　　　　　　　　　　　考

前年度繰越金 3,187,498 3,187,498 0 平成３０年度より繰越

寄付金 0 0 0

雑収入 0 24 -24 貯金利息

小計 3,187,498 3,187,522 -24

（２）支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

科         目 予算額 支出済額 残　　　額  備　　                  　　考

事業費 1,000,000 1,530,640 -530,640 桜の手入れ代、中学校（１５校）への移植費用代

消耗品費 30,000 9,180 20,820 「桜を愛でる会」写真現像代

通信費 40,000 913 39,087 「桜を愛でる会」写真郵送代

合計 1,070,000 1,540,733 -470,733

（３）収支決算

収入決算 支出決算 残額 　                 備　　　　　　　　　　　　考

3,187,522 1,540,733 1,646,789 次年度へ繰越

２．一般会計の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                単位：円

科　　　　　目予  算  額 決　算　額 増　　　減 備　　　　　　　　　　　　　考

前年度繰越金 6,008,001 6,008,001 0 平成３０年度より繰越

会費 3,348,000 3,348,000 0 12,000円×279名（令和１年度卒業生）

入会金 837,000 837,000 0 3,000円×279名（令和１年度卒業生）

繰入金 0 0 0

維持会費 3,000,000 2,435,000 565,000 延べ人数1,146名　(ゴルフ大会参加者同窓生含む）

雑収入 3,000 171,829 -168,829 預金利息、総会懇親会残金、昭和３６年卒ご寄付等

計 13,196,001 12,799,830 396,171

（２）支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

科         目 予算額 支出済額 残　　　額 備　　　　　　　　　　　　　考

記念品代 300,000 270,540 29,460 令和1年度卒業生へ卒業証書ホルダー寄贈等

事業費 1,200,000 1,092,780 107,220 会報印刷代、総会会場使用料等

委員会費 800,000 783,517 16,483 ゴルフコンペ代、首都圏支部新卒生歓迎会助成金等

教育振興費 1,700,000 683,099 1,016,901 高校野球応援バス代、部活動備品購入補助等

慶弔費 400,000 251,844 148,156 転退職職員餞別、喜寿記念品代等

会議費 300,000 249,780 50,220 役員会議お茶代等

通信費 1,500,000 1,721,122 -221,122 会報・その他郵送料、電話料金等

積立金 5,000,000 5,000,000 0 積立金

事務局費 1,600,000 1,424,063 175,937 事務補助給与、封筒・ハガキ代、コピー代等

予備費 396,001 0 396,001

計 13,196,001 11,476,745 1,719,256

（３）収支決算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

収入決算 支出決算 残　　額

12,799,830 11,476,745 1,323,085

（平成30年度末残額15,175,625円+令和元年度積立金5,000,000円+利息127円）

 　普通預金20,175,752円(令和元年度末残額）

備　　　                　　　　考

次年度へ繰越



 議　事　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元(平成３１）年度会計監査報告

群 馬 県 立 桐 生 高 等 学 校　同　窓　会

                          会計監査　　　　　　本間　　光雄

                          会計監査　　　　向田　　靖

令和２年　４月２４日、群馬県立桐生高等学校において監査した結果、帳票、帳簿、通帳証憑書類等

  会計監査の個人印の押印は、都合により省略致します。ご了承下さい。

いずれも符合し、会計処理上も適切であり正当な決算と認めます。

監　　　査　　　報　　　告　　　書

　         会　　　長　　　　宮　地　由　高　　　様



 議　事　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度事業計画案　(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

  (1) 主たる事業                                                

  　・卒業生、新入生への記念品贈呈 （卒業証書ホルダー、校章）                             

　　・開校記念式典　　　　　　　4月13日(月)

　　・桜を愛でる会　　　　　　　4月13日(月)

　　・同窓会報発行　　　　　　　5月8日(金)　　

　　・首都圏進学者歓迎会　　　　6月26日(金)

    ・会員ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 　　　　　　10月11(日)　

　　・同窓会入会式 　　　　　　令和3年2月26日(金)

  (2) 主たる会議等                                                

    ・同窓会役員会         　　6月11日(木)、令和3年2月､3月

　　・同窓会総会運営委員会   　6月11日(木)、令和3年2月､3月

    ・同窓会定期総会           7月4日(土)



 議　事　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度同窓会予算案

１．基金の部（特別会計）

ア　基本財産

 　普通預金16,375,752円(令和2年度末残額）

イ　桜基金

（１）収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

科　 　目 予  算  額 前年度予算 増　　　減 備　　　　　　　　　　　　　考

前年度繰越金 1,646,789 3,187,498 -1,540,709 令和元年度より繰越

寄付金 0 0 0

雑収入 0 0 0

小計 1,646,789 3,187,498 -1,540,709

（２）支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

科　 　目 予  算  額 前年度予算 増　　　減 　　　　備　　　　　　考

事業費 500,000 1,000,000 -500,000 中学校へ寄贈するネームプレート購入費用、他

消耗品費 30,000 30,000 0

通信費 40,000 40,000 0

合計 570,000 1,070,000 -500,000

２．一般会計の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                単位：円

科　 　目 予  算  額 前年度予算 増　　　減 備　　　　　　　　　　　　　考

前年度繰越金 1,323,085 6,008,001 -4,684,916 令和元年度より繰越

会費 2,808,000 3,348,000 -540,000 12,000円×234名（令和2年度卒業生）

入会金 702,000 837,000 -135,000 3,000円×234名（令和2年度卒業生）

繰入金 3,800,000 0 3,800,000 積立より取り崩し

維持会費 3,000,000 3,000,000 0

雑収入 3,000 3,000 0 預金利息、総会懇親会残金等

計 11,636,085 13,196,001 -1,559,916

（２）支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               単位：円

科　 　目 予  算  額 前年度予算 増　　　減 　　　　備　　　　　　考

記念品代 300,000 300,000 0 令和2年度卒業生へ卒業証書ホルダー寄贈等

事業費 1,200,000 1,200,000 0 会報印刷代等

委員会費 800,000 800,000 0 ゴルフコンペ代等

教育振興費 4,800,000 1,700,000 3,100,000 部活動備品購入補助,ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入補助、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ補助等

慶弔費 400,000 400,000 0 転退職職員餞別、喜寿記念品代等

会議費 300,000 300,000 0 役員会議お茶代等

通信費 1,800,000 1,500,000 300,000 会報・その他郵送料、電話料金等

積立金 0 5,000,000 -5,000,000 積立金

事務局費 1,600,000 1,600,000 0 事務補助給与、封筒・ハガキ代、コピー代等

予備費 436,085 396,001 40,084

計 11,636,085 13,196,001 -1,559,916



議　事　⑥

令和２年度　同窓会役員　（案）

役　　職 氏　　名 卒　年 備　　考 役　職 氏　　名 卒　年 備　　考

会　　長 宮地　由高 昭和41 石埜　茂 昭和46 みどり支部

伊藤　正道 昭和44 事務局 河内　秀夫 昭和47

増田　浩三 昭和47 高校再編 鈴木  雅也 昭和48

松島　宏明 昭和50 中静　一夫 昭和49 事務局

中村 昌也 昭和52 親睦 椎名　祐司 昭和50 みどり支部

柴田　 敦 昭和54 総会運営 澤田　匡宏 昭和51

板橋　英之 昭和56 柳　　明彦 昭和52

菊地　良之 昭和55 新井　正則 昭和53

横山　嘉孝 平成05 下山　雅通 昭和54 総会運,事務局

本間　光雄 昭和43 朝賀　博 昭和55

向田　靖 昭和53 寺嶋　昇 昭和56

山口　隆久 昭和20 加藤　貢 昭和57

阿部　高久 昭和32 宮地　敏郎 昭和58

北川　洋 昭和37 中野　博和 昭和59 事務局

辻　　正男 昭和43 早川　毅 昭和60

大澤　英夫 昭和45 後藤　充宏 昭和61

菊地　一真 昭和51 斉藤　利男 昭和58 渉外部長

森泉　孝行 校　　長 八木　茂之 昭和58

小林　一雅 教　　頭 川上　俊之 昭和58

服部　好男 事 務 長 星野　享 昭和63

佐藤　浩輔 昭和30 関西支部 岡田　憲明 平成01

中沢　秀夫 昭和41 首都圏支部 星野　英司 平成02

山口　淳一 昭和41 太田支部 丸本　充昭 平成02

原勢　芳健 昭和41 諏訪　賢一 平成03

伊田　茂 昭和42 石橋　弘 平成06

岡部　信一郎 昭和42 茂木　建太 平成09

茂木　新司 昭和43 角田　智則 平成13

植木　茂夫 昭和45 高野　優作 平成20

理　  事

（卒年順・敬称略）

副 会 長

会　　計

会計監査

顧　　問

理　  事

校内幹事
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