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5．　　閉会のこと漬
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懇　談　会

事

平成29度活動報告

平成29年度決算報告・監査報告

平成29年度学校援助報告

会則の改正について（案）

平成30年度活動計画（案）

平成30年度予算（案）

千葉北高校支援会活動報告

その他

開会のことば

校長あいさつ

千葉北高校教職員のみなさん・役員・同窓会員自己紹介

懇談

閉会のことば
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平成29年度活動報告（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

「基本方針」

（1）同窓会活動の適正を期し、学校と同窓生の交流を推進する。

（2）国際理解教育の推進に寄与する。

（3）母校への側面的支援と外郭団体との協調を推進する。

「平成29年度重点目標」

（1）母校創立50周年に向けて幹事会の再構築を図り、

総会のあり方を工夫する。

（2）OB会連絡協議会の目的を確認し、円滑化を図る。

（3）母校創立50周年事業準備室を立ち上げる。

「活動報告」

平成29年　4月　7日（金）入学式出席

4月22日（土）平成28年度会計処理

4月22日（土）第1回役員会

（千葉北南校体育館）

（千葉市轟公民館）

（千葉市轟公民館）

平成28年度会計監査

5月28日（日）幹事会・第40回定期総会（千葉北高校「北友館」）

平成28年度活動・決算報告、役員改選

平成29年度活動・予算案決議等

6月24日（土）千葉北南校支援会総会出席（千葉北高校「北友館」）

7月15日（土）第2回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

秋の北斗会開催準備

8月19日（土）第3回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

秋の北斗会開催準備、連絡の分掌等

10月21日（土）同窓会北斗会

11月18日（土）第4回役員会

卒業記念品等について

平成30年1月　9日（土）臨時役員会

（東天紅千葉スカイウインドウズ）

（千葉市轟公民館）

（千葉市轟公民館）

2月10日（土）第5回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

入会式・卒業式・入学式の準備

3月　7日（水）第41期生入会式　　　（千葉北高校体育館）

3月　8日（木）第41期生卒業式出席　（千葉北高校体育館）
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平成29年度　千葉県立千葉北高等学校同窓会一般会計決算書　（2017．4．1－2018．3．31）

【収入の部】

科　　目 �予算額 �決算額 �差引 �備　考 

会　費　収　入 �1，593，000 �1，593，000 �0 �354名　＠4，500円 

繰　越　金 �2，815，947 �2，815，947 �0 � 

雑　収　入 �200 �19，224 �19，024 �銀行利息17円 土壁生国朝会より寄付18，207円 　寄付1，000円 

合　　計 �4，409，147 �4，428，171 �19，024 � 

科　　目 ��予算額 �決算額 �差引 �備　考 

事　務　運　営　費 ��45，000 �53，029 �▲8，029 � 

通　信旅　費 �10，000 �29，386 �▲19，386 � 

役員　会　費 �10，000 �14，487 �▲4，487 � 

年度別幹事会費 �5，000 �0 �5，000 � 

事務　費 �20，000 �9，156 �10，844 � 

事　業　費 ��795，000 �506，464 �288，536 � 

会報発行費 �0 �0 �0 � 

総会運営費 �45，000 �36，990 �8，010 � 

卒業記念品費 �200，000 �176，690 �23，310 � 

OB会連絡協議会費 �150，000 �0 �150，000 � 

ウェブサイト運営費 �100，000 �129，600 �▲29，600 �twitter＆ファイルページ新設32，400円 

会員靖報管理費 �100，000 �75，600 �24，400 �名簿デづメンテナンス費用 

学校援助費 �200，000 �87，584 �112，416 �女子ラグビー全国出場祝50，000円 制服ミニチュア作成費用37，584円 

慶　弔　費 ��120，000 �146，740 �▲26，740 �転退職職員餞別 益子様福澤様弔慰 

同　期　会　費 ��120，000 �232，844 �▲112，844 �4・5・39期同期会開催案内 

予　備　費 ��3，329，147 �292，343 �3，036，804 �不要書類廃棄49，140円 北斗会243，203円 

合　　計 ��4，409，147 �1，231，420 �3，177，727 � 

残金（収入一支出）は翌年度へ繰越。　3，196，751円（現金0、預金　3，196，751）

上記のとおり報告いたします。

平成30年細毎同窓会会長萩国華雪

監査の結果、適正であることを認めます。

平成30年4月亜会計監査　か本素人

平成30年崩／細会計監査　中開菰多、
－

－　　1　　－
ヽ．ノ



（発行）

株式会社京葉銀行
〒263－0005

千葉市稲毛区長沼町153

千葉県立千葉北高等学校同窓会

会長　萩田　端男　　様

毎度　お引立ていただきありがとうございます。

貴名義のご預金及びご融資の残高を次の通り証明いたします。

残＿＿＿＿＿高＿＿亜＿＿＿明

お取引先番号　542515

Y772

ロ1細

目．“一翼

1弼莞繭薫甲羅

（取扱店）

株式会社京葉銀行

宮野木　支店
〒263－0005

千葉市稲毛区長沼町267－3
043－250－0661

A180503981

室
－目

30年03　月31日　現在

1／1頁

種　　類 �口　座　番　号 ��金　　額 　　　（円） �摘　　　　　　　　　要 

普通預金 �一一一一一一一一一一一一一一一－ ��＊3，052，468 � 

この証明書の金額は訂正いたしません。

十一・



振替　口　座残高証明書

口座番号 00130－6－　280853

加入著名 �千葉県立千葉北南等学校同窓会 

平成30年　3月31日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊144，283円 

上記のとおり証明します。

平成30年　4月　1日
ゆ　う　ち　ょ　銀　行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。
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会則の改正について後

千葉県立千葉北高等学校同窓会会則

第一章　　　総　　　　　　則
第3条本会は、会員相互の親睦を図り、母校を懐慕して、

その発展に寄与することを目的とする。

【追加】：地元貢献、：卒業生が関わる社会貢献を支援する。

また必要に応じ他校との連携、協力をする。

第三章　　役　　　員　　　役　員　　会
第9条　【第1項】

本会に、次の役員を置く。その任期は2年とし、再選を妨げない。会長（l名）

副会長（5名）　事務局長（l名）　事務局次長（3名）

事務局員（必要に応じた人数を充てる）

：【修正】∴副会長：（若干名）∴事務局長：（l名）：事務局次長：（若干名）：事務局員（若干名）

【追加】【第5項】

役員会は、必要に応じ会長が招集し、会務執行に必要な重要事項を立案、審議する。＿

場合により役員会の決議をもって総会、幹事会の決議に代えることができる。

【第6項】

役員会決議にて、委員会を設置することができる。委員は役員より選出し、

状況により卒業生に参加してもらう。

委員会は、：会長が委嘱した方針、幸階等会長の指示により活動する。

第七章　　　O B　　会　　　北　　斗　　会
第15条　【第1項】

各地域、職場及び在学中の

生徒会活動の同窓生の交流の場としてOB会を設置することができる。

【第2項】

本会と、OB会との連繋を深め、同窓会活動を振興させるため、

「OB会連絡協議会」を置く。

【第3項】

「OB会連絡協議会」は、年2回、4月と11月に開催することを原則とする。

：【修正】：「0早会連絡協議会」：は、：役員会の決議にて開催することを原則とす義

【追加】【第4項】

全卒業生の交流を目的とした、北斗会を設置する。北斗会は、役員会の決議にて開催

することを原則とする。
－　6　－



千葉県立千葉北高等学校同窓会慶弔規定
2．慶弔基準（2）職　員

【追加】名誉顧問

・転、退職　　本校勤務1年未満3，000円、

1年以上6年未満5，000円、∴6年以上10，000円とする。

（改正前1年まで3，000円、最高10年まで）

・死　　　亡　5，000円及び生花又は花輪

（改正前　5，000円）

・住居の被災10，000円

（改正前　5，000円）
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平成30年度活動計画（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

「基本方針」

（1）同窓会活動の適正を期し、学校と同窓生の交流を推進する。

（2）国際理解教育の推進に寄与する。

（3）母校への側面的支援と外郭団体との協調を推進する。

「活動計画」

平成30年　4月　9日（月）入学式出席　　　　　　（千葉北高校体育館）

4月14日（土）平成29年度会計処理　（千葉市轟公民館）

4月14日（土）第1回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

平成29年度会計監査

5月27日　〈目）幹事会・第41回定期総会（千葉北高校「北友館」）

平成29年度活動・決算報告、

平成30年度活動・予算案決議等

7月14日（土）第2回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

9月15日（土）第3回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

11月10日（土）第4回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

平成31年　2月　9日（土）第5回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

入会式・卒業式・入学式の準備

3月　7日（木）第42期隼人会式　　　（千葉北高校体育館）

3月　8日（金）第42期生卒業式出席　（千葉北高校体育館）
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平成30年度　千葉県立千葉北高等学校同窓会一般会計予算書

【収入の部】

（2018．4．1－2019．3．31）

科　　目 �予算額 �諦年度予算 �比較増減 �備　考 

会　費　収　入 �1，597，500 �1，593，000 �4，500 �355名　＠4，500円 

繰　越　金 �3，196，751 �2，815，947 �380，804 � 

雑　収　入 �200 �200 �0 �預金利息 

合　　計 �4，794，451 �4，409，147 �385，304 � 

【支出の部】

科　　目 ��予算額 �前年度予算 �比較増減 �備　考 

事　務　運　営　費 ��75，000 �45，000 �30，000 � 

通　信旅費 �30，000 �10，000 �20，000 �郵送料・交通費他 

役員　会　費 �20，000 �10，000 �10，000 � 

年度別幹事会費 �5，000 �5，000 �0 � 

事務費 �20，000 �20，000 �0 �金融機関手数料他 

事　業　費 ��645，000 �795，000 �▲150，000 � 

会報発行費 �0 �0 �0 � 

総会運営費 �45，000 �45，000 �0 � 

卒業記念品費 �200，000 �200，000 �0 �卒業証書フォルダー 

OB会連絡協議会費 �0 �150，000 �▲150，000 � 

ウェブサイト運営費 �100，000 �100，000 �0 �ホームページ運営費 

会員情報管理費 �100，000 �100，000 �0 �名簿データメンテナンス 

学校援助費 �200，000 �200，000 �0 �吹奏楽部定期公演会広告協力 全国大会祝他 

慶　弔　費 ��120，000 �120，000 �0 �転退職職員餞別他 

同　期　会　費 ��160，000 �120，000 �40，000 �同期会案内状発送費用　2回分 

予　備　費 ��3，794，451 �3，329，147 �465，304 �事業用積立定期2，000，000円含 

合　　計 ��4，794，451 �4，409，147 �385，304 � 

（参考）予備費除く支出小計　1，000，000　1，080，000　▲80，000

－　9　－


