
東京農業大学第一高等学校・中等部 同窓会 

 

令和２年度定期総会 議案書 

（書面決議） 

 

日  時  令和２年７月１１日 (土) １５：００～  

 

会  場  東京農業大学第一高等学校 会議室Ａ 

 

  総会次第  開会 

        会長挨拶 

        名誉会長(校長)挨拶 

        議長選出 

        議事録署名人選出 

         

議事  第１号議案 令和元年度事業報告（案） 

            第２号議案 令和元年度決算（案） 

監査報告 

第３号議案 令和２年度役員改選（案） 

第４号議案 令和２年度事業計画（案） 

第５号議案 令和２年度予算（案） 

 

        その他報告事項 

        閉会 

 

書面決議の進め方について 

①新型コロナウィルス感染拡大防止のため、今年度の総会は書面により進める。 

②議決は、会長、副会長、委員長（総務・組織・広報・桜花祭）により行う。 

③総会資料及び議決結果等については、後日ホームページにて会員に公表する。 

④意見や疑義のある会員への対応については、ホームページで受付方法を掲載する。 

⑤意見や疑義等については、概ね年内までの到着分を有効とする。 

 

懇親会について 

○総会後に予定していた懇親会は中止とする。 

 



東京農業大学第一高等学校・中等部 同窓会 

令和元年度事業報告（案）令和元年度事業報告（案）令和元年度事業報告（案）令和元年度事業報告（案）    

    

(1)(1)(1)(1)会務の運営会務の運営会務の運営会務の運営    

①令和元年度総会・懇親会の開催（第 10 回カミングデー：6月 22 日） 

②役員会の開催（２回） 

第１回 4/27（臨時） ・ 第２回 6/22 ・第３回 3/14（臨時） 

③桜・友の会の開催（２回） ※旧評議員会 

第 1回 5/18 ・ 第２回 1/18 

④桜花祭実行委員会の開催（３回） ※会員有志による 

第 1回 7/20 ・ 第２回 9/7 ・第３回 10/26 

⑤委員会等の開催（適宜開催） 

総務委員会／組織委員会／広報委員会／桜花祭委員会／三役会（会長・副会長ほか） 

 

(2)(2)(2)(2)会の発展及び充実化の徹底会の発展及び充実化の徹底会の発展及び充実化の徹底会の発展及び充実化の徹底    

①ホームページの運営（情報収集・情報発信・ページ更新など） 

②同期会・クラス会等への支援 

○１件（下記） 

・11 期生同期会（9/10 開催） 

③桜花祭への参加 

○休憩コーナーおよび販売コーナー出展 9/28～29（2 日間）／前日準備 9/27 

○同窓生のお店出店（団体 3 店、個人 1店）＋農大市場＋駄菓子コーナー（有志） 

○同窓会案内所開設（卒業生の受付案内） 

④交流イベント等の企画運営 

○交流会開催 11/23（氷川丸見学＋横浜中華街での会食） 

○フォトコンテスト開催 9/28～29（桜花祭談話コーナーにて） 

○卒業生ウェルカムイベント開催 9/29～30（桜花祭案内所及び談話コーナーにて） 

○新評議員（第 68期：令和 2年 3 月卒業）との親睦会 →中止 

 

(3)(3)(3)(3)会報『桜和』の発行会報『桜和』の発行会報『桜和』の発行会報『桜和』の発行    

◎１回発行（５月発送：活動報告、総会案内ほか） 

 

(4)(4)(4)(4)学校への協力及び助成学校への協力及び助成学校への協力及び助成学校への協力及び助成    

①卒業記念品の贈呈（高等学校・中等部） 

②奨学金の助成（６名：高等学校 4名＋中等部 2名） 

③馬術部への助成（平成 29 年度より 5年間支援予定） 

④イルミネーションへの助成（12月 7日～2月 12 日点灯／教育後援会と共同で後援） 

第 1 号議案 





東京農業大学第一高等学校・中等部同窓会 

令和２年度令和２年度令和２年度令和２年度    役員（案）役員（案）役員（案）役員（案）    

令和２年４月～令和４年３月（２ヵ年） 

名誉役員【９名】名誉役員【９名】名誉役員【９名】名誉役員【９名】    

名誉会長  田中 越郎 （現校長） 

名誉顧問  大澤 貫寿 （法人理事長） 

顧  問  中西 載慶 （第十代校長） 

岡島 秀治 （第十一代校長） 

相 談 役 大中 正之 （初代同窓会会長・第 5 期） 

根岸 聖一 （前同窓会会長・第 19 期／昭和 46年卒） 

松井 要三 （元中等部教頭・第 16 期／昭和 43年卒） ※新任 

和田  輝 （元教頭） ※新任  

池内 隆英 （元教頭） ※新任 

役役役役    員【員【員【員【３０名】３０名】３０名】３０名】    

会  長  輿石  勉  第 24 期（昭和 51年卒） 

副 会 長 小東 理人  第 24 期（昭和 51年卒） 

川上 真人  第 24 期（昭和 51年卒） 

      荒木 俊夫  第 27 期（昭和 54年卒） ※新任 

常任相談役 紙谷 知行 （現教頭） 

秋元 尚美 （現教頭） 

崎村  徹 （事務室長・第 29 期／56年卒） ※新任 

会  計  金子 和春  第 32 期（昭和 59年卒） 

志村 俊彦  第 27 期（昭和 54年卒） 

監  査  桝田 信彌  第 09 期（昭和 36年卒） 

野口  安  第 13 期（昭和 40年卒） 

事 務 局 土岐  寛  第 23 期（昭和 50年卒） 

武中  豊  第 32 期（昭和 59年卒） 

末広 京子  第 37 期（平成 01年卒） 

幹  事  田中 克麿  第 08 期（昭和 35年卒） 

石川 マリ子 第 11 期（昭和 38年卒） 

梅川 哲義  第 12 期（昭和 39年卒） 

吉村 文明  第 13 期（昭和 40年卒） 

齋藤 富美子 第 20 期（昭和 47年卒） 

松丸 禎二  第 25 期（昭和 52年卒） 

山内 順一  第 26 期（昭和 53年卒） 

高橋 由次  第 26 期（昭和 53年卒） 

池田 英信  第 27 期（昭和 54年卒） 

増井 白百合 第 36 期（昭和 63年卒） 

井上  謙  第 37 期（平成 01年卒） 

高橋 亜美  第 38 期（平成 02年卒） 

義澤 喜文  第 38 期（平成 02年卒） 

佐々木 美穂 第 44 期（平成 08年卒） 

佐治 志穂  第 47 期（平成 11年卒） 

井上 アン  第 60 期（平成 24年卒） 

第３号議案 

（役員改選） 



東京農業大学第一高等学校・中等部 同窓会 

令和２年度事業計画（案）令和２年度事業計画（案）令和２年度事業計画（案）令和２年度事業計画（案）    

【注】今年度は新型コロナウィルスの影響を考慮しながら活動を進める。 

 

(1)(1)(1)(1)会務の運営会務の運営会務の運営会務の運営    

①総会・懇親会の開催（7 月 11日→共に中止）※書面決議にて実施 

②役員会の開催（4 月 25 日→中止、3月 13 日→予定） 

③桜・友の会の開催（5 月 16 日→中止、1月 16 日→予定） 

④桜花祭実行委員会の開催（桜花祭の実施内容により開催方法を検討） 

⑤その他会議の開催（状況により適宜開催） 

総務委員会／組織委員会／広報委員会／桜花祭委員会／三役会（会長、副会長他） 

 

(2)(2)(2)(2)会の発展及び充実化の徹底会の発展及び充実化の徹底会の発展及び充実化の徹底会の発展及び充実化の徹底    

①ホームページの運営（情報収集・ページ更新など） 

②同期会・クラス会等への支援（開催に向けての助成及び協力） 

③桜花祭への参加（桜花祭の実施内容により参加方法を検討） 

④交流イベントの企画運営（交流会・フォトコンテストなど） 

交流会 11月 22 日→中止／フォトコンテストは休止（企画の検討は継続） 

 

(3)(3)(3)(3)会報『桜和』の発行会報『桜和』の発行会報『桜和』の発行会報『桜和』の発行    

◎年１回発行（総会前に発送） 

 

(4)(4)(4)(4)学校への協力及び助成学校への協力及び助成学校への協力及び助成学校への協力及び助成    

①卒業記念品の贈呈（高等学校及び中等部の卒業生への記念品） 

②奨学金の助成（高等学校と中等部で計 18 名分） 

※新型コロナウィルスによる学費困窮家庭への支援策として従来の 6名から増員 

③創立 70 周年記念事業への助成 

④その他 

・馬術部への助成（平成 29 年度より 5年間継続）→遠征中止のため今年度は助成無し 

・イルミネーションへの助成（令和元年度より開始／教育後援会と共同で支援） 

第４号議案 



〔一般会計〕〔一般会計〕〔一般会計〕〔一般会計〕 〔特別会計(1)奨学基金・運用〕〔特別会計(1)奨学基金・運用〕〔特別会計(1)奨学基金・運用〕〔特別会計(1)奨学基金・運用〕

(単位:円） (単位:円）

前年度予算額 本年度予算額 差　　異 備　　考 前年度予算額 本年度予算額 差　　異 備　　考

3,108,259 1,185,385 ▲ 1,922,874 34,921,190 33,689,557 ▲ 1,231,633

5,280,000 5,295,000 15,000 中3=182, 高3=171 0 0 0

10,000 0 ▲ 10,000 3,000 3,000 0 （前年実績2,367）

100 70 ▲ 30 (前年実績64) 34,924,190 33,692,557 ▲ 1,231,633

50,000 0 ▲ 50,000 桜花祭収益等（中止の為計上無し）

(単位:円）

8,448,359 6,480,455 ▲ 1,967,904 前年度予算額 本年度予算額 差　　異 備　　考

※会費の根拠：[H29.4.1現在の中等部3年生の人数＋一貫生を除く高校3年生の人数]×15,000円 1,296,000 3,888,000 2,592,000 奨学金給付（432,000÷2×18名）

支出の部 (単位:円） 33,628,190 29,804,557 ▲ 3,823,633

前年度予算額 本年度予算額 差　　異 備　　考 34,924,190 33,692,557 ▲ 1,231,633

6,180,000 4,600,000 ▲ 1,580,000

会議費 250,000 150,000 ▲ 100,000 会合及び親睦等に係る諸費用

通信費 80,000 100,000 20,000 会合等通信費用、資料印刷代等 〔特別会計(2)周年事業積立〕〔特別会計(2)周年事業積立〕〔特別会計(2)周年事業積立〕〔特別会計(2)周年事業積立〕

会報費 3,560,000 2,950,000 ▲ 610,000 会報等印刷・発送費、事務局代行費等 収入の部 (単位:円）

事務費 70,000 50,000 ▲ 20,000 事務用品費、PC維持費等 前年度予算額 本年度予算額 差　　異 備　　考

総務委員会費 50,000 50,000 0 会合費、事務処理費用等 2,500,684 2,500,770 86

組織委員会費 150,000 50,000 ▲ 100,000 会合費、企画費等（交流会中止） 0 200,000 200,000

広報委員会費 700,000 800,000 100,000 会合費、HP更新費等（フォトコン中止） 100 100 0 （前年実績86）

桜花祭諸雑費 240,000 0 ▲ 240,000 （出展中止の為計上無し） 2,500,784 2,700,870 200,086

カミングデー諸経費 400,000 0 ▲ 400,000 （開催中止の為計上無し）

交通費 230,000 150,000 ▲ 80,000 役員、事務係等の旅費・交通費

同期会等助成金 200,000 50,000 ▲ 150,000 同期会、クラス会、OB会等助成

学校支援金 0 200,000 200,000 馬術部、イルミネーション等支援 支出の部

雑費 250,000 50,000 ▲ 200,000 慶弔費、謝恩会祝金等 前年度予算額 本年度予算額 差　　異 備　　考

550,000 550,000 0 卒業証書ホルダー 0 1500000 1,500,000 創立70周年記念事業支援

0 0 0 奨学金 2,500,784 1,200,870 ▲ 1,299,914

500,000 200,000 ▲ 300,000 周年行事積立金 2,500,784 2,700,870 200,086

100,000 100,000 0

1118359 1030455 ▲ 87,904

8,448,359 6,480,455 ▲ 1,967,904

※振込手数料は各科目の支出に含む

科　　目 科　　目

繰越金

令和２年度同窓会予算書  (案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

東京農業大学第一高等学校・中等部同窓会

収入の部 収入の部

寄付金 預金利息収入

支出の部

合計

繰越金

会費 一般会計より繰入

次年度繰越金

預金利息 合計

雑収入

奨学金

科　　目

次年度繰越金

合計

科　　目 合計

事業費

科　　目

預金利息収入

合計

予備費

次年度繰越金

合計

繰越金

一般会計より繰入

特別会計(1)繰出

特別会計(2)繰出

卒業記念品費

科　　目

周年事業繰出

第5号議案
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