
平成29年度 天草高校同窓会第4回理事会 議事録

日時 平成30年4月 10日 (火 )14:00～
場所 天高学習センター

1開会

2会長あいさつ (安 田会長 )

・寺崎成彦事務局長 (6年間勤務)が退任される。長年、大変ご苦労様でした。

後任に事務局次長の山川潔、事務局次長に鬼塚正文が就任。
・平成30年度教職員の定期異動で天草高校に27名 の先生方が転入された。
・入学式で本年度、全 日制238名 (240名定員 )、 定時制 12名 が入つてきた。

3協議

(1)平成29年度同窓会入会式 0第 1回情報交換会について (紙上報告 )

平成30年度「図南会」「地区図南会」役員名、同窓会 (総会)の期 日等について

※「地区図南会」の総称→「天草高校関東図南会」・………「天草高校八代図南会」と

母校名を地区図南会総称の頭に明記することで承認。

(2)平成30年度同窓会「図南会」総会について

①平成29年度事業報告、会計決算報告、監査報告

総会冊子Pl～P3承認

②役員改選案について…・総会冊子Pl～P3承認

地域代表の廃止、理事及び学年委員の改選、学校教職員異動による改選

③平成30年度事業計画、会計予算案‥0総会冊子P6～P7承認

予算案 ①母校の進路対策支援費の増額
H29:40万●H30年 :50万円(lm

②「地区図南会」同窓会 (総会)への新規助成金

●

各地区図南会の活性化にむけて一律に補助する(3万円×6地区)

③学年同窓会御樽
H29:5千円●H30年 :1万円(釜年幹事の活用と住所不明者の減少化)

(同窓会写真と卒回生住所名簿の提供)

④平成30年度「図南会」大同窓会案 ・…

平成30年度ゴルフ大会案   …・総会冊子 :P.8～9承認

⑤同窓会会則改正案 ・¨総会冊子 :P。 10～ 13承認

⑥代議員提案 (意見・要望は特になし)

⑦その他 事務局関係諸連絡…0総会冊子:P.8承認

(3)新入生の同窓会入会金納入状況について

※入会金14.000円 徴収日 (4月 2日 ～4日 :本校正面玄関)

全日制237名入金/238人中(1名 のみ未払い)定時制12名入金/12人中

(4)正会員年会費納入状況について…・総会冊子:P.16今後の検討課題とする。

(5)その他

○スーパーサイエンスハイスクール「SSH」 (5年間文科省の指定校)の支援について。

○役員・理事の改選に伴う慰労会 (歓送迎会)を4/26(木 )に行う。

4閉会



平成30年度 天草高校同窓会「図南会」総会 (会順)

1

2

3

4

開会

物故者への黙祷

会長挨拶

校長挨拶

学校職員紹介

協議事項

(1)第 1号議案 ・‥…………………………………¨……

平成29年度事業報告、決算報告、監査報告

(2)第 2号議案 ・……………‥……………………………

平成30年度役員等改選案

(3)第 3号議案 0… …………………………………………

平成30年度事業計画案、予算案

(4)第4号議案 ・……………………………………………
「図南会」大同窓会、ゴルフ大会案 (冊子資料 :P。 9)

(5)第 5号議案 ・………………………………‥…………

会則改正案 (冊子資料 :P.10～ 13)

(6)第6号議案 ・……………・・……………………………

代議員提案

その他

事務局関係諸連絡

閉会

～～～～～ 資 料 ～～～～～

日時 平成30年4月 21日 (土)10:00～

場所 天草高校学習センター2階

P。 1～ 3

P.4～ 5

P.6～ 7

P.8

P.8

P.8

P.8

(1)第 13回ゴルフ大会案

(2)同窓会会則0運営細則案

(3)会報「図南」広告募集

(4)正会員「年会費」関係

(5)天高校歌・本渡高女校歌

P。 9

P。 10～ 13

P。 14-15

P.16

P。 17



(1)第 1号議案

平成29年度 事業報告

月 本部行事 内容 会報「図南」編集委員会 会・支部総会

H29

4

4(火 )会計監査
11(火 )第6回理事会
22(土 )平成29年度総会

総会議案審議

25(火 )第6回「図南第24号」

編集委員会

5 23(火 )第7回編集委員会 20(土 )福岡支部

13(火 )第 1回理事会
会報「図南」。大同窓会

ゴルフ大会

6(火 )第8回編集委員会 18(日 )中 京支部

7 18(火 )会則改正委員会①

4(火 )第9回編集委員会

20(火 )会報「図南24号」発行

2(日 )関西支部

8

8(火 )会報「図南24号」発送

総数 (16.894部 )

9 12(火 )会則改正委員会②
19(火 )第 1回「図南第25号」

編集委員会
24(土 )熊本支部

10

3(火 )第2回理事会
21(土 )ゴルフ大会

(参加数112名 )

会報「図南」・大同窓会

会則・ゴルフ大会

29(日 )関東支部

14(火 )会則改正委員会③
18(土 )大同窓会「図南会」
(参加数252名 )

28(火 )第2回編集委員会 11(日 )八代支部

12

H30

1

23(火 )第3回理事会 30(火 )第3回編集委員会

2

28(水 )同 窓会入会式

第1回情報交換会

地区支部長・事務局長

(6名 参加 )

3 20(火 )第4回編集委員会

4 1∫88重滉ξ讐彗会́
21(土 )平成30年度総会

総会議案審議



平成29年度 同窓会一般会計 決算書

1収入の部

2支 出の部

3財 産目録

(収入)7,768,149-(支出)5,695,295=(残高)2,072,854・・・ 《次期繰越金》

科 目 予算額 決算額 増 減 摘 要

前期繰越金 2.045,386 2.045.386 0 前年度繰越金

会 費 4,791,491 5,195,047 403,556

2,400,000 2.802,700 402,700 郵便振替 (振込1.457人・振替手数料171.300円 )。 現金 (30人 )

2,391,491 2.391.644 153 平成29年卒業生預かり金繰り入れ分

雑収入 263,123 528,469 265,346 図南広告 (17社 :28万 ),卒回同窓会残額寄付金・預金利息他

合 計 7,100,000 7,768,149 668,149

科 目 予算額 決算額 残 額 摘 要

事業費 3,140,000 2.770.224 369,776

2,700,000 2,401,426 298.574 会報「図南」第24号発行及び発送諸経費他

120,000 118,404 1.596 総会・理事会・会報「図南」編集委員会

270.000 250,394 19,606 「図南会」大同窓会関係・学校案内バンフレット・その他

50,000 0 50,000

総務費 2,380.000 1,950,221 429,779

1,000,000 805,250 194,750 事務局運営費(事務局員報酬)

40,000 0 40,000 役員・職員等の慶弔費

600,000 582.980 17,020 会・支部総会出席旅費

600,000 421,440 178.560 電気水道代・複写機 (リース代・使用料 )・ 事務用品代他

140.000 140,551 Zゝ 551 電話代・通信費(切手・葉書・送料)・ インターネット費・HP他

補助費 690,000 629,450 60,550

250.000 199,450 50.550 卒業証書入れ丸筒代・マラソン大会賞品時計タオル代・雛鵬賞

40,000 30,000 10,000 卒回同窓会御樽代

400,000 400,000 0 進路対策関係教材等購入費他

雑費 140,000 28,000 112,000 転退学者会費返却・その他

予備費 750,000 317,400 432,600 同窓会入会式参加費他

合 計 7,100,000 5.695.295

科 目 金 額 摘 要

次期繰越金 2,072,854 平成30年度一般会計へ繰越

区 分 収入額 支出額 備 考

新卒生  (H26入学 ) 2,391,491 2.391,491 平成29年卒業生分は一般会計へ繰り入れ

在校生3年 (H27入学 ) 2,391,014

卒業後の翌年度4月 に一般会計へ振り替え在校生2年 (H28入学 ) 2.430,515

在較生1年 (H29入学 ) 2,160,000

合 計 9,373,020 2,391,491

《在校生預かり金》

(収入)9,373,020-(支 出)2,391,491=(残高)6=981,529・・・ 《次期預かり金》

4同窓会運営積立金

科 目 金 額 摘 要

過年度卒業生積立金 10.667,843 正会員(過年度卒業生)年会費

証拠書類と照合の結果、収支とも適正に処理されていることを認めます。

騒員毛く轟ダvレ 賣|〔ニガ騒員参考し言各́・
そ奪|

-2-                 
・
1讐

平成30年 4月 3日



平成29年度 同窓会事業基金・教育振興基金田特別会計 決算書

[I]事業基金
(1)収入の部                (2)支 出の部

費 目 決 算 額 摘  要

前期繰越金 9,882,761 過年度卒積立金

9,580,726 (定期預金 )

302.035 (普通預金 )

新卒会費 956.598 H29年卒業生分

合  計 10,839,359

《在校生預かり金》
(1)収入の部

(2)支出の部

費 目 決 算 額 摘  要

次期繰越金 10,839,359 過年度卒積立金

合  計 10,839,359

(2)支出の部

(2)支出の部

(3)財産目録

[I]教育振興基金

(1)収入の部

(3)財産目録

[Ⅲ]特別会計 (寄付金 )

(1)収入の部

(3)財産目録

[Ⅳ]学校林

(1)財産目録

証拠書類と照合の結果、収支とも適正に処理されていることを認めます。

平成30年 4月 3日

  監査員 だ、単ダ 、シ ※各 25監査員づレる手ジ強|そ晉曇》

(3)財産目

科 目 金 額 摘  要

事業基金積立金 10,839,359 過年度卒業生積立分(定期預金:10,537,324)(普通預金 :302,035)

費 目 決 算 額 摘  要

前期繰越金 2.885210 H26・ 27・ 28年入学生分

平成29年入学生 864,000 司窓会入会金(1人4000円 )

合  計 3、749,210

(2)支出の部

費 目 決 算 額 摘  要

平成29年卒業生 956.598 新卒者分は基金繰り入れ

次期繰越金 2.792.612 H27～ H29入学生分

合  計 3,749,210

科 目 金 額 摘  要

預かり金 2.792.612 在校生1・ 2・ 3年生預かり分

費 目 決 算 額 摘  要

前期繰越金 1.375,632 教育振興基金

費 目 決 算 額 摘  要

次期繰越金 1.375.632 全額繰越

科 目 金 額 摘  要

教育振興基金 1.375,632 母校教育の充実に寄与する目的の基金

費 目 決 算 額 摘  要

前期繰越金 2501.061 早稲田大学限定奨学金

費 目 決 算 額 摘  要

次期繰越金 2501.061 全額繰越

科 目 金 額 摘  要

奨学金基金 2.501,061 早稲田大学 (創造理工学部機械工学科)限定奨学金

所在地 夫草郡苓北町都呂々字横ノ迫5771-1
面 積 3.75 ha(人工林 2.87ha。 天然林 0.88ha)

委託管理 天草地域森林組合 (平成27.12.18～ 平成47.12.17:20年 間

-3-



(2)第 2号議案

平成30年度 同窓会役員等改選案

1《 本 部 》

会長

副会長

顧問

監査

学校書記

2《 理 事 》

大谷 麗子 (女 29)

有田 親司 (高 13)

濱 美智子 (高 18)

横山 和江 (高23)

福島 英次 (高 27)

3《 学年委員 》

中35中り|1泰雄

女31森田 満力日

高6 中野 友幸

高12家吉 敏文

高15赤石 良一

高17金子 康美

高19亀子 孝子

高21玉木 能久

高23菅原 一充

高25坂本 安敏

高27三浦 浅美

高30熊谷 美子

高32松下 美奈子

高34富崎 ますみ

高36松下 佳奈子

高39船場 正和

高41西崎 正和

高46原 田 良平

安田 公寛 (高 20)

吉野 エミ子 (高 2)

横山 英生 (高 20)

平田 浩一 (校長 )

浦中 不三男 (高 24)

菅  浩 (副校長 )

高木 桂史 (主幹教諭 )

光延 隆三 (高12)   大山 美智子 (高 13)

池田 正三郎 (高21)  田中 久美子 (高 24)

堀田 善久 (中28)   海江田 雅靖 (高 8)

竹本 民和 (事務長)

前田 浩志 (全 日制教頭)岩 書 毅 (定時制教頭)

(高 38)

原田 絹枝 (女30) 江上 美年子 (女 31)

平田  豊 (定14)  寺澤 静子 (高 17)

奈良崎孝一郎 (高20)堀 田  要 (高 21)

松尾 博之 (高25) 三浦  久 (高 25)

水本 静男 (高 27)

錦戸 恒生 (高 4)

松下 正志 (高 18)

深谷  茂 (高 23)

明瀬 純一 (高 26)

中37瀬崎 孝行

女32藤田 真澄

高10鶴田 克幸

高13月 谷ヽ 敏榮

高16金子 和生

高18浦田 義孝

高19堀田 ひろ子

高21宮崎 生久代

高23堀 田 員載

高26穐山 真美子

高28佐々木 雅之

高30瀬崎 昌仁

高33宮崎 公明

高35岩下  忠

高37山西 浩徳

高40金子 晴彦

高41松下 宗裕

女25浦田 夕美

高3 野口 久仁子

高10春間 京子

高13田原 和子

高16後藤 紘昭

高18藤本 一員

高20松本 英二

高22金子  勉

高24新  浩二

高26山下 洋子

高28長野 哲也

高31金森  健

高33横島 龍一

高35明瀬 晴彦

高38り |1原 浩寿

高40重村 大介

高43長尾 良太郎

女26井上 豊子

高5 甲斐田 績

高11鶴田 功

14福岡 周孝

高16矢住 嘉孝

高19洲崎 昭重

高20福 田 賢二

高22古り|1秀美

高24酒井 秀則

高27金子 工秀

高29益崎 洋一郎

高32稲 田 正一郎

高34安宅 俊二

高36園 田 俊光

高39赤松 真一郎

高41猪原 恭彦

高43宮本  論

4《 事務局 》

事務局長 :山川 潔 (高21)事務局次長 :鬼塚 正文 (高27)

5《 学校内同窓生書記 》

瀬崎 昌仁 (高 30) 上田 和久 (高 31)

書記 :瀬崎 美穂子 (推薦 )

-4-

宮本 歩 (高47)



6 会報編集委員

委員長 山口 春寿 (高 20)

委 員 大山 美智子 (高 13)西田  幸 (高 17)寺 崎  成彦 (高 18)

桂木 誠志 (高22)竹本  隆治 (高24)原 田 良平 (高46)

山川  潔 (高21)鬼塚  正文 (高27)瀬 峙 美穂子 (推薦 )

7 ホームページ編集委員

深谷  茂 (高 23)

8 「図南会」大同窓会

平成30年度担当学年代表者

高26回卒…・野嶋 義澄 (実行委員長)・ 明瀬 純一 (事務局長 )

高31回卒…・金森 健

高36回卒…・園田 俊光 。松下 佳奈子

9 図南会・地区図南会

天草高校同窓会「図南会」本部

1  役職名  ‐
会長 安田 公寛 (高20)  事務局長 山川  潔 (高 21)

大同窓会期 日1   平成30年 11月 17日 (土)会 場 :アレグリアガーデンズ天草
――――一――――――

(HP)五 tt百
~4/amatakadosokai.あ

話

天草高校関東図南会  「関東あまたか会 」

役職名  1会 長 松尾 和幸 (高 16)  事務局長 山中 麗子 (高 21)

同窓会開催 日1   平成30年 10月 14日 (日 )会 場 :スクワール麹町
――――一 ――

 (.IP)~面面

「

//kanntOu一 amatakakaio com

天草高校中京図南会  「天草高校同窓会中京支部 」

1  役職名  1会 長 大谷  寛 (高25)   事務局長 福田 不口幸 (高 28)

同窓会開催日

'   
平成30年 6月 17日 (日 ) 会場:ルブラ王山

― 一 ――――一 ―
f.Ip)― h面面//am歴顧

「

面五百葛6t/

天草高校関西図南会  「あまたか関西 」

役職名  1会長 山中 良二郎 (高 18)  事務局長 本ロリ|1博道 (高 20)

同窓会開催 日
'   

平成30年 7月 1日 (日 )会 場 :大阪キャッスルホテル

(lIP〉
~amat五

ズ百kanshit165T乙6面

天草高校福岡図南会  「福岡支部 」
1  役職名  1会 長 園田 文孝 (高21)   事務局長 岩崎 陽一 (高22)   |
1 同窓会開催 日1   平成30年 5月 19日 (土)会 場 :ホテルモンテレラ・スール福岡  |

天草高校熊本図南会  「熊本支部」

役職名  1会長 遠藤 畦一郎 (高20)  事務局長 田中 明 (高 20)

1 同窓会開催 日1   平成30年 9月 29日 (土)会 場 :メルパルク熊本

天草高校八代図南会  「八天会 」

1  役職名  1会 長 松本 友喜 (高 17)   事務局長 脇村 好貞 (高 28)

同窓会開催 日1   平成30年  (2年に1回開催のため、本年度なし)
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(3)第 3号議案

平成30年度 事業計画案

月 本部行事 理事会 会報「図南」編集委員会 地区図南会

H3 0

4

3(火 )会計監査

21(土 )平成30年度総会
10(火 )第4回理事会

24(火 )第5回「図南第25号」
編集委員会

5 22(火 )第6回編集委員会 19日 (土 )福岡

6 12(火 )第 1回理事会 19(火 )第7回編集委員会 17日 (日 )中 京

31(火 )会報「図南25号」発行 31(水 )会報「第25号」発行 1日 (日 )関西

8 7(火 )会報「図南25号」発送 7(火 )会報「第25号」発送

9

第1回「図南第26号」
編集委員会 29日 (土 )熊本

10 20(土 )ゴルフ大会 2(火 )第2回理事会 14日 (日 )関東

17(土 )大同窓会「図南会」 第2回編集委員会
ノヽ イt

(2年に1回 開催)

12

H31

1

22(火 )第3回理事会 第3回編集委員会

2

28(木 )同 窓会入会式

第2回情報交換会
第4回編集委員会

3 第5回編集委員会

4
会計監査

平成31年度総会
9(火 )第4回理事会 第6回編集委員会

総会   ・・……・・・・・・… 年1回4月 に実施

理事会  …………口・…・・ 年4回程度

会報編集委員会            ・・"・・・・必要に応じて随時とする
大同窓会「図南会」ロゴルフ大会企画委員会 ………Ⅲ・必要に応じて随時とする

ホームページ編集委員会        ・・“・・・・必要に応じて随時とする
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平成30年度 同窓会会計 予算書  (案 )

〔1〕 一般会計
1 収入の部

科  目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 (△ ) 摘 要

前期繰越金 2,072,854 2,045,386 27,468 前年度繰越金

ム 費 4,891,014 4,791,491 99,523

2,500,000 2,400,000 100,000 年会費250万 円 (郵便振替会費他)

2,391,014 2,391,491 ∠ゝ 477 平成30年卒業生預かり金受け入れ

雑収入 236,132 263,123 ∠ゝ 26.991 会報「図南」広告費・預金利息・その他

合  計 7.200,000 7,100,000 100,000

2 支出の部

《在校生預かり金》準会員特例会費 (10,000円 X入学者数)

預かり金 6,981,5291平 成27年 28年 29年入学生分

〔2〕 同窓会運営積立金

積立金 10,667,8431正 会員 (過年度卒業生)年会費

〔3〕 事業基金

積立金 10,839,359 正会員 (過年度卒業生)入会金

(定期預金)10,537,324 (普通預金)302,035

《在校生預かり金》準会員入会金 (4,000円 ×入学者数)

預かり金 2,792,6121平 成27年 28年 .29年入学生分

〔4〕 教育振興基金

教育振興 1,375,6321母 校教育の充実に寄与する目的の基金

奨学基金 2,501,0611早 稲田大学(創造理工学部機械工学科)限定

科  目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 (△ ) 摘 要

会報発行費

会議費

図南会費

地区図南会費

3,320,000 3,140,000 180,000

2,700,000 2,700,000 0 会報「図南」第25号発行及び発送諸経費他

120,000 120,000 0 総会・理事会・会報「図南」編集委員会

270,000 270,000 0 「図南会」大同窓会関係・学校案内バンフレット他

180,000 0 180,000 地区図南会事務局運営費(3万 円×6地区)

50,000 50,000 0

総務費

事務局費

慶弔費

一般需用費

2,560,000 2,380,000 180,000

1,000,000 1,000,000 0 事務局運営費(事務局員報酬)

40,000 40,000 0 役員・職員等の慶弔費

820,000 600,000 220,000 地区図南会総会・同窓会入会式出席旅費

550,000 600.000 A50,000 電気水道代・複写機 (リース代・使用料 )・ 事務用品他

150,000 140,000 10,000 電話代・通信費(切手・葉書・送料)・ インターネット・HP他

補助費

特別補助費

行事補助費

進路支援補助費

830,000 690,000 140,000

250,000 250,000 0 卒業証書入れ丸筒・マラツン大会賞品タオリレ代・雛鵬賞費

80,000 40,000 40,000 卒回同窓会御樽代

500,000 400,000 100,000 進路対策関係教材等購入費他

雑費 90,000 140,000 A50.000 転退学者会費返却。その他

予備費 400,000 750,000 ∠ゝ 350,000

合  計 7,200,000 7,100,000 100.00C

〔5〕 特別会計(寄付金)
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(4)第4号議案
◇「図南会」大同窓会について

担当3学年 《高26回・高31回・高36回》・…(冊子資料P。 5)

①期日 平成30年 11月 17日 (土 )

②場所 ホテルアレグリアガーデンズ天草

③会費 6000円
④日程 受付・式典・講演会・懇親会 (※詳細は担当学年と準備会で検討)

◇第13回ゴルフ大会について

①期日 平成30年10月 20日 (土)

②場所 ザ・マスターズ天草コース

③要項  (冊子資料P,9)

(5)第5号議案

◇同窓会会則改正について…・(冊子資料P,10～ 13)

(6)第6号議案
◇代議員提案

6 その他 (事務局からの諸連絡 〉

①学年同窓会の御樽について

○各学年の活性化と本部との連携強化を図るために学年同窓会の開催にあたつて

10.000円の御樽をします。

ア 連絡方法 代表者 (幹事)の方が事務局までおいでください。

イ 申請書(世話人名、日時、場所、内容、参加人数等)を提出する。

※参加数は卒業生の15%程度を目安。少人数はご遠慮ください。

ウ 終了後、会報に載せる写真及び卒回者 (住所)名 簿を事務局にご提供ください。

②住所変更等の連絡について

住所変更等があった場合、事務局に連絡をお願いします。会報の送付に必要です。

会報が届いていない人がいたら知らせてください。住所確認のうえ会報を送付します。

(連絡先の電話1互簗 型シニ″Z睦 蠅 丑_の表紙に掲載し1て1_)ます)

③同窓会会報「図南」について

会報の記事収集や投稿にご協力ください。地域から、多方面の内容を掲載したいと努め

ております。会員の話題、住居地の歴史0伝承等の投稿や会報に対する意見、要望等を

事務局までご連絡ください。 (会報図南は同窓会ホ=^パ
Iジにも載せて比_さます)

※会報「図南」～毎年1回、8月 1日 発行 (8月 初旬発送予定)

会員数 :約 19.000名 (住所が判明している会員)と在校生へ配付

④「図南」広告の募集について (冊子資料P.14～ 15)

会報図南25号に掲載の広告を募集します。掲載可能な会社、事業所等がありましたら

連絡をお願いします。
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平成30年度 「第13回天草高校同窓会ゴルフ大会」について

天草高校同窓会  会長 安田 公寛

同窓会ゴルフ大会 会長 海江田 雅靖

日頃から同窓会活動に関しまして、ご支援・ご協力をいただき感謝申し上げます。

標記の大会を下記のとおり開催します。各学年の係の方には大変お世話になりますが参加者のと

りまとめをよろしくお願いします。また、本大会を盛り上げるために多くの参加者を募りたいと考え

ております。併せてご協力をよろしくお願いします。

記

1期 日  平成30年 10月 20日 (土 )

2場 所  「ザ・マスターズ天草」コース

(天草市有明町上津浦 2928 TEL 0969-53-0333)

3日 程

(1)スタート 午前8時30分

(2)受 付  第1組を8時30分スタートとしますので、各組スタートの30分前までに

受付を終了してください。

(3)会 費  ○プレー代 (税込み、食事付き)

(ビジター・セルフ:8.700円 、キャディー付き:10.900円 〉

○参加料 2.000円

(4)閉会式  競技終了後、表彰式も同時におこないます。
・ 4その他

※競技方法 ダブルペリア方式ストロークプレー (同ネットの場合は年齢上位とする)

70歳以上 :(ゴールド)、 80歳以上・女性 :(赤 )、 その他 :(白 )

スルーザグリーン 6インチ    ×空便り唾覇替盪態 麒 題)

※参加申込 下記の様式で、 9月  日()までに事務局へ申し込みください。

「天草高校同窓会事務局 FAX(0969-24-3533)」 送信可

※組み合わせ及びスタート表は実行委員会で配付します。(当 日、受付でも配付 )

●お尋ねは大会事務局 (マツヤスポーツ)、 幹事 :松岡博満までご連絡ください。

携帯 (090-3666-3135)・ FAX(0969-24-2704)

第13回天草高校同窓会ゴルフ大会参加申込書  (申込様式)

氏 名 性 別 卒回 住 所 電話番号

※キャディー (  )必 要 (  )必要なし

〈代表者名〉

住所

TEL・ 1完帯
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天草高等学校同窓会「図南会」1会則   (案 )

第1章 総 則

(名 称 )

第1条 本会は、」蓄泰¥響控ぬ鳳窓会[図南会1と称する。_

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は熊本県立天草高等学校内に置く。

(会員)

第4条 本会の会員は、正会員、準会員、推薦会員、及び特別会員とする。

(1)正会員は、天草中学校・本渡高等女学校0私立天草養成女学校・併設中学校0天草高等学校

天草女子高等学校・倉岳分校、済々姜天草分校を卒業した者とする。

(2)準会員は、天草高等学校の在校生とする。

(3)推薦会員は、本会の発展に功労があつた者又は本会に入会希望のある者で、理事会の推薦を

受けた者とする。

(4)特別会員は、卒業生を除く母校に在職する職員及び旧職員とする。

(0)_会員はFJll_に定

“

入会全及び年会費釧 めるものとする。

第0条 __本会は、.地区図南会を置ぐ黛がであ 9_

第2章 事 業

第6条 本会は目的達成のため次の事業を行う。

.(1)総会その他の会議開催に関する事業                   .
(2)母校の発展に寄与する事業及び周年事業に関する事業

(3)各地区図南会との連絡協調に関する事業

(4)会員相互の親睦融和に関する事業

(5)会報、ホームページ及び図書等による情報提供に関する事業

(6)その他目的達成のために必要な事業

第3章 役 員

第7条 本会に次の役員を置く。

会長1名 、副会長若千名、理事25名K含む事務局長)以内、監査委員2名。
(役員の選任 )

第8条 会長は、正会員の中から別に定める推薦委員会で推薦し、総会において選任するものとする。

2会長以外の役員及び委員は、会員の中から会長が委嘱する。

(役員の任期 )

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務 )

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

2会長は、本会を代表し会務を統括する。

3副会長は、会長を補佐し会長不在の時は、その職務を代行する。

4理事は、本会の活動の企画立案、その他本会の運営について協議する。

5監査委員は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
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第4章 代議員

第 11条 本会に代議員を置く。

2_ぶ議 期 、_学年代表出 る 。_

3代議員の選任は、当該会員の互選によるものとする。

第5章 顧 問

第 12条 本会に顧間を置くことができる。

2顧間は、会長が委嘱し、本会の会務について諮問に応ずる。

第6章 会 議

第 13条 本会の会議は、総会、理事会、専門委員会とし、会長が招集する。

2会議の議長は、会長もしくは構成員の中から会長が指名する。

3表決は、出席者の過半数で決する。

但し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

4本会に会議の議事録を備える。

(総会 )

第 14条 総会は、本会の役員及び代議員並びに各地区図南会会長で構成し、決議事項に

ついては、会報及びホームページを以て報告するものとする。

2総会は、次の事項を議決する。

(1)会則の改正

(2)事業計画及び予算

(3)事業報告及び決算

(4)その他、運営に必要な重要事項

(理事会 )

第 15条 理事会は、会長、副会長、及び理事 (含む事務局長)で構成する。

2理事会は、本会の運営に関する次の事項を審議する。

(1)総会決議事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他会務執行に関する事項

(専門委員会 )

第 16条 専門委員会は、必要に応じて開催し、会長の諮問事項を審議する。

2委員は会員の中から会長が委嘱する。

第7章 資産及び会計

第 17条 本会の資産は、財産 目録に記載された資産とする。

2本会の会計は、入会金、年会費、寄付金、その他を以て充てる。

3本会の入会金及び年会費は、運営細則により別に定める。

4本会の会計は、毎年4月 1日 に始まり翌年3月 31日 に終わるものとする。

I菫塁登::i薮麺証:

第18条 本会に、事務局を置き、会計事務、議事の収録、書類の保管、会議の通知及びその他の

業務にあたる。

2事務局には、次の役職を設ける。

(1)事務局長   1名
(2)事務局次長  1名
(3)事務局員   1名
3事務局長、事務局次長及び事務局員は会長が指名する。
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附則

この会則は、承認の日から施行する。

制定

大正 8年 9月 22日 設立総会・規約の制定    (天 草中学校 )

昭和24年 12月 2日 新制高校の第1回同窓会開催  (天中・本渡高女男女統合決定)

改正

1 昭和26年 9月 30日  一部改正

2 昭不日28年 10月 11日     〃

3 昭和36年 11月 10日     〃

4 昭不日39年 12月  6日     〃

5  日召不日59年 9月  9日      〃

6 平成 5年 4月 11日     〃

7 平成 9年 11月  2日     〃

8 平成 13年 10月 28日    〃

9 平成18年 4月 22日   改正

10 平成21年 4月 19日  一部改正

11 平成22年 4月 17日     〃

12 平成28年 4月 23日   改正

. ■3 平成30年 4月  日 一部改正
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