
2021（令和3）年度 千葉県立国府台高等学校同窓会定例総会　会議録
日時：　2021年5月23日日曜日 10時

場所：　母校会議室
参加15名

次第
　開会挨拶
　会長挨拶
　校長挨拶
　議長選任
　議事
　閉会挨拶

◎開会挨拶　
高橋理事長（47期）：
定時になりましたので、2021（令和3）年度千葉県立国府台高等学校同窓会（鴻陵会）定例総会を開
会します。

◎会長挨拶　
加藤会長（18期）：
おはようございます。
コロナの影響で思うように会合もできません。オリンピックもどうなるかといった社会状況ですが、
その中でも同窓会は動いていますので、徐々に脱皮をしてやっていこうと思います。
よろしくお願いします。

◎校長挨拶　
苅込校長：
（要旨）
本日はおめでとうございます。
着任３年になりました。教員生活最後になります。
1月末のクラスタ発生申し訳ありません。以後、県のガイドライン以上の対策を取っており問題ありま
せん。見通しは立てにくいものがありますが、気を引き締めて参ります。
日頃の同窓会の支援に感謝します。特に部活動はボート、フェンシング、5年ぶりに陸上女子1名が関
東大会に進出しました。
人事異動で13名着任しました。伊藤教頭が転出し、小泉教頭が着任しました。
3月　322名の卒業生を送り出しました。進路決定率88.5％でした。
4月　76期生320名が入学しました。
令和5年度に創立80周年を迎えるにあたって記念事業を実施します。3月末記念事業実行委員会設置
要綱を定め、4月より記念事業の内容検討に着手しました。順次計画を立案し推進します。
ご協力をお願いします。
（鴻陵祭について）
9月4～5日で計画中であるものの、感染症対策の観点から不特定多数の来校が認められないため一般
公開は行いません。



ＰＴＡ、同窓会の参加は困難な状況。ご理解願います。

小泉教頭：
船橋北より着任しました。「伝統校」への赴任は初めてとなります。
よろしくお願いします。

◎議長選任
　　星野茂氏（30期）を選出

◎議事



●第１号議案　2020（令和2）年度事業報告

令和２年度　事業報告
本部
　母校支援
　　部活動遠征等支援　課外活動壮行奨励制度
　　　全国大会　書道部、ボート部
　　　関東大会　ボート部、演劇部
　　鴻陵会表彰　受賞者に賞状と副賞（記念品）を授与
　　　鴻陵会賞　3ヵ年を通じて学業成績が優秀な者　2名
　　　皆勤賞　　3ヵ年無欠席、無遅刻、無早退および無欠課の者

60名
　　　功労賞　　在学中の課外活動等でとくに顕著な功績が認めら

れる者、またはその者の属する団体　1名
　　その他　　生徒会助成等
　会報全会員送付・賛助金募集
　　2020年１１月に会報３９号を発行
　　全会員に送付するとともに賛助金の募集を実施
　鴻陵祭展示
　　新型コロナウイルス感染拡大の影響により鴻陵祭が中止
　同期会支援
　　新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動できず

　その他
　　定例総会　　2020年8月30日（日）
　　理事会　　　2020年7月25日（土）
　　常任理事会　2020年7月25日（土）
　　第74回入学式　2020年4月
　※新型コロナウイルスの影響で来賓は不参加

　　同窓会入会式・鴻陵会表彰式
　※新型コロナウイルスの影響で学校側が代理実施

　　第72回卒業式　2021年3月
　※新型コロナウイルスの影響で来賓は不参加

　　生徒会役員との意見交換会の実施　2020年12月16日（水）

　
（理事長　資料読み上げ、補足
説明）

　従前、2月発行だったが、2019
年度より7月に発行時期を変更。
さらに、コロナ禍の影響に伴い総
会が延期となったため、発行時期
がずれ込んだ。

　コロナ禍の影響により会合を開
けず、総会は時期、場所を変更し
て開催。常任理事会と理事会は併
せての開催となった。

　不参加となった入学式、卒業式
には会長からの挨拶を送った。

　生徒会との意見交換は初の試み。



委員会
　広報委員会
　　会報３９号の編集・２０２０年11月発行
　　WEBサイト・SNSアカウントの管理運営

　個人情報管理委員会
　　同窓会会員台帳の更新
　　　同窓会入会表を基に新卒会員（72期生）の登録
　　　会報の発送先の精査
　　　　各期理事を通じての調査
　　　個人情報保護法対策
　　　会員台帳管理方法の改善

　80周年記念事業準備委員会
　　委員会設置
　　80周年記念事業に関する準備・検討

（流川編集長　資料読み上げ、補
足説明）
　総会議事、生徒課外活動実績な
どが２年分の掲載となったため４
ページ増となった。

（理事長　資料読み上げ、補足説
明）
　会報返送分の電話による追跡調
査は取り止めた。

（理事長　資料読み上げ）

＜第１号議案に関し、質疑なし。＞
＜全会拍手により承認。＞



●第２号議案　2020（令和2）年度　収支決算
2020（令和2）年度　一般会計決算報告
　1 収入の部
項目 予算額 収入済み額 予算超過額 適用
会費 936,000 936,000 0
前年度繰越金 842,011 842,011 0
特別会計より 0 0 0
雑収入 1,989 9,327 7,338
賛助金 1,500,000 1,379,046 -120,954

計 3,280,000 3,166,384① 113,616

¥3,000×312人

2019年度分残金+利息
1,364,046（ゆうちょ3/31）+15,000

　2　支出の部
項目 予算額 支払い済み額 予算残額 適用
1会議費 20,000 3,663 16,337 会議費・茶
2事務費 100,000 5,660 94,340 紙・インク封筒・資料印刷
3通信費 90,000 1,045 88,955 宅配便
4交通費 100,000 30,150 69,850 理事会、各委員会交通費
5総会費 10,000 1,300 8,700 オードブル・飲み物
6広報委員会 600,000 642,360 -42,360 取材・会報印刷代・通信使用量
7個人情報管理委員会 10,000 2,090 7,910 通信費
8鴻陵祭 0 0 0
9会報発送 1,600,000 1,954,436 -354,436
10特別会計積立金 0 0 0
11卒業記念品代 100,000 99,484 516 証書フォルダー
12生徒会位助成金 50,000 50,000 0
13課外活動壮行奨励費 80,000 30,000 50,000 ボート部、演劇部、書道部
14鴻陵会表彰 90,000 90,905 -905
15事業費 300,000 0 300,000
16予備費 130,000 0 130,000
17振込代 880 1,760 -880 会費および封入発送料振込代

計 3,280,000 2,912,853② 368,027

税込合計2,625,436（弘文社）

総残高　①－②＝ ③253,351

2020（令和2）年度　特別会計決算報告
　1　収入の部
項目 収入額
前年度繰越金 2409318

0
利息 19 R2.9.20 R3.3.21

計 2,409,337

R2(2020)年度積立金

　2　支出の部
項目 支出額

0
総資産　③ ④+ ＝ 2,662,868



（榎本会計　補足説明）
一般会計　収入の部
会報発行・賛助金募集の遅れにもかかわらず138万弱の賛助金協力をいただいた。

一般会計　支出の部
コロナ禍により会報封入、発送等の作業を外注せざるをえず、支出増となった。
鴻陵祭は中止のため支出なし。

一般会計としての収支の赤字は回避。

監査報告
（竹内監査）
監査の結果、帳簿、領収書、通帳とも適切に管理されており問題ありません。

＜第２号議案に関し、質疑なし。＞
＜全会拍手により承認。＞



●第３号議案　2021（令和３）年度　事業案
2021（令和３）年度　事業案
本部
　母校支援
　　部活動支援
　　　課外活動壮行奨励制度
上位の地方大会（関東大会等）、全国大会に進出した団体の
支援

　　鴻陵会表彰　受賞者に賞状と副賞（記念品）を授与
鴻陵会賞　3ヵ年を通じて学業成績が優秀な者
皆勤賞　　3ヵ年無欠席、無遅刻、無早退および無欠課の者
功労賞　　在学中の課外活動等でとくに顕著な功績が認めら
れる者、またはその者の属する団体

　　その他　生徒会助成、生徒会との意見交換等
コロナ禍における在校生支援の仕組みの検討

　会報全会員送付・賛助金募集
　　2021年７月に会報４０号を発行し、全会員に送付するとともに
　賛助金の募集を実施する予定

鴻陵祭展示

その他
　定例総会 2021年5月23日（日）
　理事会 2021年5月8日（土）
　常任理事会 2021年4月17日（土）
※以後、新型コロナウイルスの影響により実施方法含め未定

　第75回入学式2021年4月
※新型コロナウイルスの影響で来賓は不参加

　同窓会入会式・鴻陵会表彰式
※新型コロナウイルスの影響により未定

　第73回卒業式2022年3月
※新型コロナウイルスの影響により未定

（理事長　読み上げ、補足説明）

　同窓会内での想定と在校生の認
識に乖離がないとは限らない。意
思の疎通を図り在校生の要望を汲
みたい。

　例年通りの封入発送作業はでき
ないと判断し、外部に発注する。

　先ほどの校長先生の説明通りの
状況であり、事実上参加は困難。

　
　会長から挨拶状を送った。



委員会
　広報委員会
　　会報（第４０号）の編集・発行
　　ＷＥＢサイト・ＳＮＳアカウント・動画サイト等の管理運営

　個人情報管理委員会
　　同窓会会員台帳の更新
　　　入会票を基に新卒会員（７３期生）の登録
　　　会報の発送先の精査
　　　　各期理事を通じての調査
　　個人情報保護法対策
　　会員台帳管理方法の改善

　８０周年記念事業準備委員会
　　８０周年記念事業に関する準備・検討

（理事長　読み上げ、補足説明）

　昨年度、会報の配送業者が変更
になった関係で、返送、届け先の
変更が大幅に増加したため、迅速
に処理を進める。

　昨年度は実質的に活動実績なし。

理事長：関連で、学校側の80周年記念事業実行委員会が発足したため、先の理事会において
　 加藤 　徹（会長、18）
　 藤原 孝夫（副会長・葛南の会会長、葛南7）
　 高橋 亮平（理事長・80周年準備委員長、47）
　 榎本 孝一郎（会計・80周年準備委員、29）
　 村越 由美（常任理事・80周年準備委員、25）
5名をを委員として選任した。

＜質疑＞
流川副会長：賛助金協力者の払込票の取り扱いの分担はどうなるのか。
理事長： ゆうちょからの払込票の配達が有料になった。ネットでの閲覧は無料。

「個人情報＝理事長」「賛助金＝会計」「協力者名、通信欄＝広報」三者が閲覧可能。
議長： 作業の分担をどうするかという問題。
理事長： 個人情報変更に関わる作業も少なくない。

必要な情報は必要な部署で確認してもらえるとありがたい。
ただし、できるだけ多くの人に作業を分担してもらいたい一方で、たんに個人情報であるだ
けでなく、閲覧の際ゆうちょの口座情報に直接アクセス可能となる方式なので対応が難しい。
制度としてどうするのが最適なのか検討して確立させる必要がある。
個人情報管理委員会に関しては、まず圧倒的に「届かない」こと、会報発送後2ヶ月くらい
は電話が鳴りっぱなしになることに対応可能な体制を構築する必要がある。

＜全会拍手により承認。＞



●第４号議案　2021（令和３）年度　収支予算案

項目 予算額 昨年度予算 予算超過額 適用
会費 966,000 936,000 0
前年度繰越金 842,011 842,011 0
特別会計より 0 0 0
雑収入 1,989 9,327 7,338
賛助金 1,500,000 1,379,046 -120,954

計 3,280,000① 3,166,384 113,616

項目 予算額 昨年度予算 昨年度との差額 適用
運営費
会議費 10,000 20,000 -10,000会議費・茶
事務費 20,000 100,000 -80,000紙・インク・封筒
通信費 10,000 90,000 -80,000ハガキ・切手
交通費 50,000 100,000 -50,000
総会費 10,000 10,000 0飲み物

小計 100,000
母校支援費
卒業記念品代 100,000 100,000 0
生徒会助成金 50,000 50,000 0
課外活動壮行奨励費 80,000 80,000 0
鴻陵会表彰 90,000 90,000 0

小計 320,000
委員会事業費
広報委員会 400,000 600,000 -200,000

10,000 0 10,000
個人情報管理員会 10,000 10,000 0

小計 420,000
鴻陵祭 0 0 0
特別積立 0 0 0
会報封入発送 1,600,000 1,600,000 0
事業費 150,000 300,000 -150,000
予備費 29,630 130,000 -100,370
計 2,619,630② 3,280,000 -660,370

項目 収入額 適用
前年度繰越金 2,409,337
積立金 0
雑収入 0
賛助金 0

計 2,409,337③

2021（令和3）年度　一般会計予算案
1　収入の部

¥3,000×312人

2　支出の部

80周年準備委員会

2021（令和3）年度　特別会計予算案

総資産　①－②＋③＝2,409,337



（榎本会計　補足説明）
一般会計　収入の部　
賛助金は昨年度実績を勘案して算定した。

一般会計　支出の部
今年度から支出の部の表記方法を変更した。
　「運営費」同窓会自体の運営費。
　「母校支援費」
　「委員会事業費」同窓会全体ではなく委員会の事業として扱う項目。
　「80周年準備委員会」の項目を新たに計上。
「鴻陵祭」「特別会計積み立て」は０。
「会報封入発送」昨年度同様の想定で計上。
「事業費」「予備費」先行き不透明な社会状況等を勘案。

特別会計
支出予定なし。

＜第4号議案に関し、質疑なし。＞
＜全会拍手により承認。＞



●第5号議案　役員改選案
相談役　　長須賀 一夫（3）
　　　　　井尾 成海（3）
　　　　　澤田 大八郎（7）
　　　　　伊能 重憲（9）
会　長　　加藤 　徹（18）
副会長　　藤原 孝夫（葛南7・葛南の会会長)
　　　　　流川 呉生（20）
理事長　　高橋 亮平（47）　80周年記念事業準備委員長
会　計　　榎本 孝一郎（29）
　　　　　肥後 利朗（28）　新任　※前期　監査
書　記　　飯田 　裕（20）
　　　　　飯田 幸治（35）
監　査　　竹内 喜忠（14）
　　　　　小池 優香里（60）新任　※前期　会計
常任理事　菅田 鐵雄（9）　広報委員長
　　　　　高橋 道乃（36)　個人情報管理委員長
　　　　　青山 　旭（葛南10）
　　　　　石引 美貴（葛南11）
　　　　　池田 由紀子（20）
　　　　　倉島 俊和（23）
　　　　　村越 由美（25）
　　　　　星野 　茂（30）
　　　　　石橋 達平（44）
　　　　　湯浅 将史（52）
　　　　　藤河 慶典（54）
　　　　　冨坂 　友（56）

理事長：鴻陵会の役員任期は２年。今年度改選期にあたり2021～2022年度の役員を選任する。
基本的に前任期の役員再任となるが、一名ご不幸があった。
前任期会計の上野先生（60期）転任となったため今期監査をお願いする。
前任期監査の肥後先生（28期）に今期監査をお願いする。

＜全会拍手により承認。役員を信任＞



●その他
（同窓会の今後の活動について）
理事長： 議案として用意はないが、先般の理事会において「同窓会として本来なすべき活動」につい

て議論を深め学校と関われないかという意見があった。
議長： 同窓会として今後どのような形で母校と関わって行くか、ご意見があれば承りたい。
理事長： 母校は80年近い歴史があり、各界で活躍している諸先輩の力を講演、出張講義などの形で

母校のために活用できないかという意見があった。学校や生徒に同窓会を利用してもらうと
いう視点から、従来の同窓会の支援のあり方以外の方向性があるのではないかという問題提
起から検討し、あるいは学校側の要望を聞こうということになった。

議長： 学校側の事情もある。
校長： 進路指導の一環として、現役の大学生に来てもらって話をしてもらう、希望分野の大学教員

の講義を受ける等を業者を通じて実施していた（コロナ禍で休止中）。
篤志の同窓生があっても学校との間を緻密に取り持つ調整役が必要になる。授業日数や行事
日程はかなり詰まっていて何かを削らなけらば新たなものは入れられないのが現状で、加え
て今はコロナもある。
「こういう分野でこういうことができる」という情報を交換し、積み上がった段階で、具体
的にどうすれば実施できるかの検討に入るのが良いのではないか。

理事長： 同窓会側にどういう人がいて何ができるのかがわからないと始まらない気がする。同窓会側
でリストアップしてを提示してたうえで調整するような方向で検討したい。

議長： （私見）校長先生、教頭先生と同窓会で懇談会などで意見交換ができるとよい。
理事長： 活動報告にもあったが、昨年生徒会役員と同窓会との意見交換会を行ったことは画期的だっ

たと考えている。ただ、結果を形にして在校生に還元するところまでまだできていない。コ
ロナもあるが、意見交換を継続したい。

校長： 6月に生徒会役員改選がある。その後時期的に調整することになる。
理事長： 肥後先生を通じて調整を図りたい。

（事業費、予備費不足の場合の特別会計からの支出について）
理事長： 予算案野「事業費」例年30万円計上しているところ、ない袖は振れず15万円となっている。

今年度コロナ禍の中で初めての鴻陵祭ということもあり、なんとか在校生の支援をしたいと
ころだが、生徒会からの要望によっては15万円では不足することもありうる。その際、特
別会計からの支出も考えてよいのか確認したい。

議長： 事業費、予備費が不足の際、特別会計から支出してよいか。ご意見を。
流川： 過去、特別会計は何に支出されたのか。
会長： 周年事業の寄贈など。玄関の飾り棚、体育館の校歌歌詞など。
池田： 周年記念事業では、実質的に特別会計からの直接支出はない。
会長： もともとは名簿発行のための積み立てだったがもう名簿は発行しない。その後は周年事業の

ために予備的に蓄えていた。
今日、具体的に使途が決まって予算案に計上されていれば話し合いで決められる。手続き的
には総会の承認が必要。

理事長： 基本は周年事業という理解は前提として、コロナ禍における不測の事態を想定しての確認さ
せていただいた。

藤原： 学校で必要なものがあれば、80周年記念事業で特別会計から寄贈すればよい。
議長： 80周年の委員会もあるので、そちらでご検討いただくことになる。



議長： 皆様のご協力で総会を進め、本日の全ての議案が承認をいただいた。これにて議長の大任を
終える。

◎閉会挨拶
理事長：
滞りなく総会の全ての予定を行ったので、以上をもって2021（令和3）年度定例総会を終わります。
ご協力ありがとうございました。

終了　11：16
Í


