
平成２８年度天草高校同窓会第４回理事会議事録 

                   日時 Ｈ２９年１月２４日（火）１４：００～ 

                   場所 図南会館    

                                      出席者  ２１名 

１ 開会（池田）副会長 

 

２ 会長あいさつ 海江田会長 

      関東、中京、関西支部から要望・質問等があったので協議をお願いしたい。 

 

３ 協議  （進行：海江田会長） 

（１）平成２８年度の事業、収支状況について                              別添資料 

 ①事業報告 

      ・今年度は天草高校１２０周年記念事業祝賀会が開催されたので、大同窓会を行わなかった。 

      ・平成２８年４月２２日天草高校から校長はじめ７名、同窓会から会長・事務局長、    

育友会長、振興会長（定時制）の１１名で１２０周年記念事業設立会議が行われた。協議

は、ア 組織案（実行委員会等）、イ  予算案 の２点。 

      ・記念事業の実行委員メンバーを早急に決める事になったので、第１回理事会を早め    

に開催した。 

      ・６月の理事会は予定どおり。 

      ・７月に憩いの広場整備事業について、９月に支部長への補助金（１１月２２日）に    

ついて正副会長会を持った。 

 ②収支状況 

   ・支部総会で使用する「天高のパンフレット」がほしいと依頼されたので、４万円あまりで

印刷・購入。 

   ・支部総会への出席で予算オーバー。 

   ・支部長の記念式典出席補助金支出。 

    事業報告、収支状況について、特に意見なし。 

 

（２）１２０周年記念事業について 

        ・実行委員会２回 

        ・各種委員会（総務、式典・記念講演、記念誌、広報、祝賀会）２回以上 

        ・式典講演 平田俊清氏（高１０） 

        ・石玉回転噴水寄贈 岩崎國宏氏（定１１） 

        ・中庭憩いの場  同窓会から寄贈  ５６７万５千円 

        ・祝賀会 ２７１名参加 

      祝賀会収支決算報告（池田正三郎委員長） 

        収入 １，７８４，０００－支出 １，６５５，８９１＝残額 １２８，１０９ 

    残額 １２８，１０９ （天草高校へ寄付） 

      記念誌の中の同窓会関係について説明（井上善徳理事） 

 

 

 



（３）支部からの質問・要望について                                       

    関東、中京、関西３支部から会則改正の疑問点について意見要望が出されたので、前もって理

事にコピーを配付し、検討するようお願いした。 

    「旧会則で同窓会員と位置づけられていない在校生から入会金、年会費を徴収している」との

指摘を受け、会則改正を行った。会則関係に造詣ある会員の指導のもと理事会に諮り、平成２８

年４月の総会で改正した。松尾支部長の指摘どおり支部に関する改正事項を天草島外の会員及び

支部の会長の意見が反映されない会議（理事会）で行った事、については事務局長として配慮が

足りなかったと反省している。 

    ・熊高同窓会は地域の同窓会がある。総会の前日地域の同窓会長が集まり懇談している。 

      総会に出席している。 

  ・済々黌同窓会は地区の同窓会が独立している。 

    ・資料を読んだら各支部ともスタンスに違いはあるものの、独立した存在として受け止   

めた。地区会にしたらどうか。 

  ・支部から色々と意見が出る事は良い。しかし、それぞれに妨げになる事は良くない。 

  ・お互いコミュニケーションを持つようにしたい。  

    ・組織については大変難しい問題。各支部と天草高校同窓会（図南会）が同等の立場であると

いう事であれば、『天草支部』を作って、会長や役員は本部と天草支部を兼務し、他の支部

も同等の扱いをするしか無いと思う。ただ、通知を出すだけで現実には天草支部以外は対応

できず、事務局が大変になると思う。 

    ・天草支部（旧市町の地域代表）について 

   創立１００周年の時、各市町を単位に支部を作った。会費を集める事、組織の活性化を目指

したものだが、１０年も経ったら支部もいい加減になってしまった。任意団体のようなもの

で、何か特別に必要でもないし自然と壊れていくのは仕方のないこと。会費もそのとおり。 

    ・会則改正の件は急急じゃなく、委員会を作り、目処を立てて協議し、解決するべき。 

                                        ↓ 

                              委員の選定を行い、検討する。 

 

（４）その他 

  ア  ホームページ作成について 

     ・現在のホームページ「天草ＷＥＢ」はちょっと詳しいものは載せにくいので、事務局でサ

ーバーを決めたら別のホームページを作って自分（理事の一人）が指導する。 

    イ 天草高校への支援について 

        高校から野口教諭（進路指導主事）、馬場副校長出席お願い 

      ・学習支援依頼目的 

① 在校生の学習向上への取組に対しての援助お願い。最新の教材を購入し、効果     

的に指導に活用したい。 

② 現在の社会情勢を考えると、英語の学力向上は必死である。 

③  学校予算が減少し、教材購入に対しての予算計上が難しい。県教育委員会の指    

示により、副教材の献本もない。 

      ・具体策 

① 毎年一定額の援助をいただき、学校でその使途については適宜判断し、執行す     

る。 

②  年度末に会計報告をする。 



③ 特に、英語の学力向上に向けての教材購入を優先する。現行の大学入試制度において、

一部の大学で英検得点優遇制度がある。そのため、２級検定制度を大幅に増加させた

い。 

            ＣＤ、テキスト購入。学校で保存する。 

    ウ 同窓会入会式２月２８日（火）午後３時からの参加希望者 

          海江田会長、吉野副会長、大山副会長、田中副会長、井上理事、濱理事 

 

    エ 熊本地震義援金 

        ・会報誌でお願い    ７７，０００円 

        ・ゴルフ大会時に    ６８，０５９円 

    ・１２０周年祝賀会時に ４３，４９８円   １８８，５５７円    １２月熊本県に提出 

 

    オ  今後の行事予定 

        ・会報編集委員会 １月３１日（火） 

        ・同窓会入会式    ２月２８日（火） 

        ・第５回理事会    ４月１１日（火） 

        ・平成２９年度同窓会総会 

                          ４月２２日（土） 

        ・平成２９年度大同窓会 

                        １１月１８日（土） 

  カ その他 

        ・海江田会長から会長職の辞退申し出 

            前年度辞退を申し出たが、１２０周年事業があるので引き留められ務めてきた。     

事業も済んだのでけりをつける。 

            この件で臨時理事会を２月７日持つ事になった。 

 

 

４ 閉会（田中）副会長 

 



平成２７年度　同窓会事業基金・教育振興基金・特別（寄付金）会計決算書

Ⅰ　事業基金
（１）収入の部

費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 12,656,070 前年度繰越金
　　普通預金 397,236
　　定期預金 12,258,834
27年度卒業生 1,004,402
その他 預金利息
　　合　　計 13,660,472
（２）支出の部
次期繰越金 13,660,472
（３）財産目録

科　目 金　額 摘　要
預金
　　普通預金 397,236
　　定期預金 12,258,834
　　その他　在校生預かり金
（１）収入の部

費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 2,964,795 平成24・25・26年度入学
平成27年度入学 956,000 同窓会入会金
預金利息
　　合　　計 3,920,795
（２）支出の部
２７年度卒業生 1,004,402 同窓会入会金　１人4000円
次期繰越金 2,916,393
　　合　　計 3,920,795
（３）財産目録

科　目 金　額 摘　要
定期預金 3,920,795

Ⅱ　教育振興基金（母校教育の充実に寄与する目的で始まった基金）
（１）収入の部

費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 1,475,077
収入 0
預金利息
　　合　　計 1,475,077
（２）支出の部

費　目 決　算　額 摘　　要
0

次期繰越金 1,475,077
　　合　　計
（３）財産目録

科　目 金　額 摘　要
普通預金 1,475,077

Ⅲ　特別会計（寄付金）
（１）収入の部

費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 500,000 預金金利　　円
　　合　　計 500,000
（２）支出の部 ０円
（３）財産目録

科　目 金　額 摘　要
普通預金 500,000 一般会計の通帳で管理

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２８年　  　月　　 日

監査員

監査員



参考資料 ２５年度の手当等の変更（案）

数量 単価（年） 計 数量 単価 計 予算増
事務局員手当 2 120000 240000 2 240000 480000 240000
編集委員会手当（町外） 0 1 10000 10000 10000
編集委員会手当（町内） 0 5 5000 25000 25000
事務局員給与（車代） 0 4×12 1000 48000 48000

合計 323000
事務局員手当 ２５年度より月２万円（年間２４万円）とする
図南編集委員 ２５年度より町外は年間１万円、町内は５千円の手当を支給する
事務局員 半日以上の出勤について千円の交通費を支給する

支払い実績 ２４年度給与 339150
２３年度給与 429580 90430

２４年度 ２５年度



　　　平成２８年度　同窓会事業基金・教育振興基金・特別（寄付金）会計決算書（案）
Ⅰ　事業基金
（１）収入の部 （３）財産目録

費　目 決　算　額 摘　　要 科　目 金　額 摘　要
前期繰越金 12,656,074 預金 13,662,062
　　普通預金 397,236 　　普通預金 397,303
　　定期預金 12,258,838 　　定期預金 13,264,759
平成28年卒業生 1,004,402

1,586 預金利息
　　合　　計 13,662,062
（２）支出の部 備考　表２

費　目 決　算　額 摘　　要
次期繰越金 13,662,062 全額繰り越し

　　その他　在校生預かり金
（１）収入の部 （３）財産目録

費　目 決　算　額 摘　　要 科　目 金　額 摘　要
前期繰越金 2,964,795 平成24・25・26年度入学 定期預金 3,920,996
平成27年入学生 956,000 同窓会入会金
預金利息 201
　　合　　計 3,920,996
（２）支出の部
平成27年卒業生 1,004,402 同窓会入会金　１人4000円

次期繰越金 2,916,594 １・２・３年在校生
　　合　　計 3,920,996

Ⅱ　教育振興基金（母校教育の充実に寄与する目的の基金）
（１）収入の部 （３）財産目録

費　目 決　算　額 摘　　要 科　目 金　額 摘　要
前期繰越金 1,475,317 普通預金 1,375,523
収入 206 預金利息
　　合　　計 1,475,523
（２）支出の部

費　目 決　算　額 摘　　要
染め付け花瓶 100,000 日韓交流事業
次期繰越金 1,375,523
　　合　　計 1,475,523

Ⅲ　特別会計（寄付金）
（１）収入の部 （３）財産目録

費　目 決　算　額 摘　　要 科　目 金　額 摘　要
前期繰越金 500,000 普通預金 500,000 教育振興基金の通帳で管理

奨学金 2,500,000 定期預金 2,500,000 肥後銀行　3794385
　　合　　計 3,000,000 　　合　　計 3,000,000

（２）支出の部

　　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。

監査員

監査員

全額次期繰り越し

　　　平成２８年　  　月　　 　日



１　収入の部
科　　目 予算額 決算額 増　減 摘　　要

繰越金 1,850,938 1,850,938 0  前年度繰越金

会費 4,911,100 15,782,250 10,871,150
　　正会員 　　　　　　　　  郵便振替 （振込1.373人　、振替手数料 165.702 円）

　 　（年会費）  現金（23人×2,000円=46.000円）

　　新規会員  平成２８年卒業生　（251人×10,000円）　利息510円

     （預かり金繰入分）   （新卒者会費受け入れ）

    過年度卒会費 10,630,000 10,630,000  過年度卒業生会費積立金

雑収入 287,962 274,779 -13,183
　　図南広告代 268,330 268,330  振込手数料（1.670円）

　　預金利息          　　 3,449 3,449
　　その他 3,000 3,000

合　　計 7,050,000 17,907,967 10,857,967

2　支出の部
科　　目 予算額 決算額 残　額 摘　　要

事業費 3,040,000 2,701,784 338,216
　　会報発行費 2,670,000 2,475,414 194,586  図南発行・発送に関する費用

　　会議費 100,000 154,250 -54,250  総会旅費昼食代、理事会、図南編集委員会他

　　図南会費 220,000 72,120 147,880  天高学校案内パンフレット代、 同窓会ｺﾞﾙﾌ大会賞品代

　　雑費 50,000 0 50,000
総務費 2,380,000 1,711,941 668,059
　　事務局費　　　　　　　 1,000,000 531,000 469,000  事務局運営費（給与・事務局員手当他）

　　慶弔費 40,000 0 40,000  香典等

　　旅費 600,000 687,840 -87,840  支部総会出席旅費

　　一般需用費　　　　　　 600,000 409,693 190,307  電気水道代、複写機（ﾘｰｽ代）、事務用品代他

　　役務費　　　　　　　　　 140,000 83,408 56,592  電話代、通信費（切手・葉書・送料）、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ費他

補助費 290,000 164,400 125,600
　　特別補助費　　　　　 250,000 144,400 105,600  卒業証書入れ丸筒代、ﾏﾗｿﾝ大会ﾀｵﾙ・時計代、雛鵬賞

　　行事補助費      　　　 40,000 20,000 20,000  卒回同窓会への御樽代

雑費　　　　　　　　　 　 140,000 31,449 108,551  転退学者へ会費返却

予備費 1,200,000 120,000 1,080,000  １２０周年記念式典参加支部補助金

同窓会運営積立金 10,630,000 10,630,000  過年度卒業生積立金 

次期繰越金 2,548,393 2,548,393
合　　　　計 7,050,000 17,907,967

３　財産目録
科　目 金　額

　　次期繰越金 2,548,393

４　同窓会運営積立金
科　目 金　額

　　過年度卒業生積立金 10,630,000

５　在校生預かり金
区　分 収入金額 支出金額

新卒生　　 　Ｈ25年入学 2,511,610 2,511,610 定期預金 　※平成２８年卒業生分は一般会計へ繰り入れ

在校生３年　Ｈ26年入学 2,390,477 定期預金

在校生２年　Ｈ27年入学 2,390,000 定期預金 　※卒業後の翌年度４月に振り替え

入学生     　Ｈ28年入学 2,430,000 定期預金

合　計 9,722,087 2,511,610

H２９年度へ繰越 （普通預金）

平成２８年度　同窓会一般会計決算書　（１月１７日現在）　

摘　要

2,400,000

2,511,100

2,640,640

2,511,610

240,640

510

摘　要

    　　　　　　　(収入)　　9.722.087　－　(支出)　　2.511.610　＝　 (残高) 　 7.210.477  (次期預かり金)

備　考

Ｈ２０～H２４卒会費（定期預金）





［Ⅰ］　事業基金
　 （１）収入の部  （２） 支出の部

費　目 決　算　額 摘　　要 費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 14,023,096 120周年記念事業 5,675,000 集いの広場設計・施工費

　　普通預金 783,831 H27卒業記念品代含む  ①事業基金 4,684,332 H14～17過年度卒分解約

　　定期預金 13,239,265 過年度卒積立金  ②120周年事業費 386,528 H27年卒業生記念品代

新卒会費 1,004,000 Ｈ28年卒業生分受け入れ  ③120周年事業費 104,140 普通預金より一部補助

寄付金 500,000  ④寄付金 500,000 特別会計（寄付金）

預金利息 2,136 次期繰越金 9,854,232
　　合　　計 15,529,232 合　　計 15,529,232

　（３）財産目録 　　◎１２０周年記念事業支出内訳
科　目 金　額 摘　要 　　〇施工費　 5,600,000 金子産業

預金 9,854,232 過年度卒積立金 　　〇設計費 75,000 サン企画 
　　普通預金 302,032 天草信用金庫 　　●事業基金 5,175,000 積立金①②③
　　定期預金 9,552,200 肥後銀行・天草信用金庫 　　●寄付金 500,000 特別会計　 ④

　《在校生預かり金》
　（１）収入の部 　（２）支出の部

費　目 決　算　額 摘　　要 費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 2,916,192 平成25・26・27年度入学 平成２８年卒業生 1,004,000 新卒者分は事業基金へ繰り入れ

平成２８年入学生 972,000 同窓会入会金　１人4000円 次期繰越金 2,884,192 在校生１・２・３年生分

　　合　　計 3,888,192 　　合　　計 3,888,192

　（３）財産目録
科　目 金　額 摘　要

預かり金 2,884,192 天草信用金庫（定期預金）

［Ⅱ］　教育振興基金（母校教育の充実に寄与する目的の基金）

　（１）収入の部 　（２）支出の部
費　目 決　算　額 摘　　要 費　目 決　算　額 摘　　要

前期繰越金 1,375,523 次期繰越金 1,375,523 全額繰越

　　合　　計 1,375,523 　　合　　計 1,375,523

　（３）財産目録
科　目 金　額 摘　要

教育振興基金 1,375,523 肥後銀行（普通預金）

［Ⅲ］　特別会計（寄付金）
　（１）収入の部 　（２）支出の部

費　目 決　算　額 摘　　要 費　目 決　算　額 摘　　要
前期繰越金 500,000 寄付金 120周年記念事業 500,000 中庭集いの広場施工費

奨学金基金 2,500,531 早稲田大学（工）限定 次期繰越金 2,500,531 早稲田大学限定奨学金

　　合　　計 3,000,531 　　合　　計 3,000,531

　（３）財産目録
科　目 金　額 摘　要

奨学金基金 2,500,531 肥後銀行（定期預金）

　　合　　計 2,500,531

［Ⅳ］　学校林
　（１）財産目録
     所在地
     面   積
     委託管理

　　　平成２８年度　同窓会事業基金・教育振興基金・特別会計決算書　（１月１７日現在）

  天草郡苓北町都呂々字横ノ迫５７７１－１
  ３．７５　ｈa　（　人工林 2.87ｈa　・　天然林 0.88ｈa　）
  天草地域森林組合 （　平成27.12.18～平成47.12.17　：　20年間 　）

  


