
平成30年度天草高校同窓会 第4回理事会 議事録

日時 平成31年4月 9日 (火 )14:00～

場所 天高学習センター研修室

1開会 (大 山副会長 )

2会長あいさつ (安 田会長 )

・新年号発表 0入学式 (230名 :全 日228名・定時2名 )→定数減は学力低下の心配。

・SSH:海水準変動班 (シンガポール世界大会出場)→同窓会も支援する方向。

3出欠確認 (30名 中・理事4名欠席 )

4協議

(1)平成30年度同窓会入会式・第2回情報交換会について (紙上報告 )

平成31年度 「図南会」「地区図南会」総会関係について (紙上報告 )

(2)平成31年度同窓会「図南会」総会について

①平成30年度事業報告、会計決算報告、監査報告…0(P.1～ 3)

0事業報告及び会計決算報告ともに承認。

※本部の事業ではないが、定時制より要望があり、生徒と同窓会との郷土料理教室

(押しばうちょう0ガネあげ等)が開催された。(役員・理事6名 が先生役で参加)

②平成31年度役員等改選案…・(P。 4～ 5)

・学校書記が定期異動により3名改選。 ・学年委員が5人新たに選出。

③平成31年度事業計画案、会計予算案…0(P.6～ 7)

・予算案の教育振興基金…・SSHの世界大会出場に関する補助金を具体的に

支出金額を示して総会へ提案する。(寄付金とは別扱い)

④平成31年度大同窓会 (図南会)案…・(P,8)

・期日、場所、会費については承認。日程等の詳細は担当学年準備会に委ねる。

⑤平成31年度第14回 同窓会ゴルフ大会案…0(P.8～ 9)

・期日、場所については承認。日程、競技方法、申し込み等は実行委員会に委ねる。

⑥代議員提案事項…・(P.8)

・特に提案事項はなし

⑦その他

事務局関係諸連絡…0(P,8)

・住所変更は会報等を利用して周知徹底を図つていく。

・会報「図南」の広告が昨年は18社、30万円であつた。今後も広告募集をお願いする。

(3)新入生(準会員)の同窓会入会金納入状況について
。入会金徴収日 (4月 1日 ～3日 :正面玄関):新入生230名 、全員が納入済みである。

・入会金未納者の取り扱いに関して(昨年度1名 、現2年生)

3年次までに保護者へ文書等で納入のお願いをする。

(4)その他
・天草高校 SSH(科学部 :海水準変動班)→ 世界大会出場決定(シンガポール :7月 )

◎つくばScienceEdge2019"研 究指向賞"を受章、グロすバル・リンク0シンガポール

大会への代表権を得る。→ 寄付金のお願いを今後も続けていくが、支援の方策を

具体的に検討する。

5閉会 (田 中副会長)



平成 31年度 天草高校同窓会「図南会」総会  (議事録)

日時 平成 31年 4月 20日 (土)10:00～ 11:00
場所 天草高校学習センター 2階講義室

1開会 (光延副会長 )

2物故者への黙祷

3会長挨拶 (安 田公寛会長 )

4校長挨拶 (平 田浩一校長 )

学校職員紹介 ‐平田浩一 (校長 )・ 菅浩 (副校長 )

岩寄毅 (全 日制教頭 )・ 星子洋一郎 (定時制教頭 )

楠田美和 (主幹教諭 )・ 上田和久 (校内書記 )

5協議事項

(1)第 1号議案

▽平成30年度事業報告、決算報告、監査報告…・総会冊子Pl～P3のとおり承認。

(2)第 2号議案

▽平成31年度役員等改選案…・総会冊子P4～P5のとおり承認。

・学年委員 (代議員)改選、学校書記 (教職員定期異動による)改選。

・平成31年度「図南会」・「地区図南会」役員名及び同窓会総会の期 日等を説明。

(3)第 3号議案

▽平成31年度事業計画案、予算案…・総会冊子P6～P7のとおり承認。
0教育振興基金予算→SSH研究班、世界大会出場への補助を行うと明記する。

金額については寄付金等の絡みも考慮し、会長ヘー任する。)

(4)第4号議案

▽I繁電野青型翼婁重
同窓会

・場所 ホテルアレグリアガーデンズ天草

・担当 主担当学年 :高 27回 (実行委員長 :前田正之)。 高32回 ・高37回

日程・講演会等については3学年担当準備会で今後検討を重ねていく。

▽第 14回同窓会ゴルフ大会…・総会冊子P,9の要項で実施 ※会報に掲載し案内。

(5)第 5号議案

▽代議員提案は本年度は特にありません。

6その他

▽事務局関係諸連絡…0総会冊子資料 :P.8の 4′点についてお願いする。

▽年会費関係現状報告…・総会冊子資料 :P.12の説明。

※「図南」の意味説明 → 堀田元会長の講演資料を配付。

7閉会 (池 田副会長 )



平成31年度 天草高校同窓会「図南会」総会 (会順)

日時 平成31年4月 20日 (土)10:00ヘ

場所 天草高校学習センタ∵講義室

1 開会

2 物故者への黙祷 '
3 会長挨拶

↑

4 校長挨拶  ^
学校職員紹介

5 協議事項

(1)第1号議案

平成30年度事業報告、会計決算報告、監査報告
P。 1～ 3

(2)第2号議案

平成31年度役員等改選案
P。4～ 5

(3)第3号議案

平成31年度事業計画案、会計予算案
P.6べ′7

(4)第4号議案

大同窓会 (図南会)案、第14回ゴルフ大会案
P.8

(5)第5号議案

代議員提案事項
P.8

その他

事務局関係諸連絡
P.8

7 閉会

～～～ 資 料 ～～～

第14回同窓会ゴルフ大会案 P.9

会報「図南」広告募集要項 P。 10-11
正会員年会費関係 P。 12

同窓会「図南会」会則 P。 13～ 16

天草高校校歌・本渡高等女学校校歌 P.17



(1)第 1号議案

平成30年度 事業報告

月 本部行事 理事会 会報「図南」編集委員会 地区図南会

H3 C

4

3(火 )会計監査

21(土 )平成30年度総会

10(火 )平成29年度
第4回理事会

24(火 )第5回「第25号」
編集委員会

5 22(火 )第6回編集委員会

19日 (土 )福岡図南会

安田会長
菅副校長

6
12(火 )平成30年度

第1回理事会
19(火 )第7回編集委員会

17日 (日 )中 京図南会

安田会長
高木主幹教諭

31(火 )会報「図南25号」発行 31(火 )会報「第25号」発行

1日 (日 )関西図南会

安田会長

8 7(火 )会報「図南25号」発送 7(火 )会報「第25号」発送

9
24(火 )第 1回「第26号」

編集委員会

29日 (土 )熊本図南会

安田会長他5名
平田校長他5名

10
20(土 )第 13回ゴルフ大会

参加数 (115人 )

2(火 )第 2回理事会

14日 (日 )関東図南会

光延副会長
菅副校長

17(土 )大同窓会 (図南会 )

参加数 (236人 )

27(火 )第2回編集委員会

八代図南会

(2年に1回開催 )

12

H31

1

22(火 )第 3回理事会 29(火 )第3回編集委員会

2
28(本 )同窓会入会式(241名 )

第2回情報交換会

19(火 )第4回編集委員会

3 19(火 )第5回編集委員会

4
3(水 )会計監査

20(土 )平成31年度総会

9(火 )第 4回理事会 30(火 )第6回編集委員会
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平成30年度 同窓会一般会計 決算書

1 収入の部

(収入)7,730,734 -(支 出)5,807,325 =1,923,409・ …次期繰越金

3在校生預かり金  《準会員特例会費 (10,∞ 0円 X入学者数)》

(収入) 9,472,735 -(支 出) 2,391=522=7,081,213・・・次期預かり金

4 同窓会運営基金

(単位 :円 )

科  目 予算額 決算額 比較増減 摘 要

前期繰越金 2,072,854 2,072,854 0 前年度繰越金

会 費 4,891,014 5,138,702 △ 247,688

1正
会員年会費 2,500,000 2,747.180 △ 247,180 郵便振替 (1,407人 、振替手数料162,820円 )・ 現金27人

1新規会員会費 2,391,014 2,391,522 △ 508 平成30年 3月 卒業生預かり金受け入れ (利息508円 )

雑収入 236)132 519,178 △ 283,046 会報「図南」広告費・預金利息・大同窓会残金・その他寄付

合  計 7,200,000 7,730,734 △ 530,734

2 支出の部    1
科  目 予算額 決算額 比較増減 摘 要

事業費 3,320,000 2,933,497 386,503

会報発行費 2,700,000 2,451,750 248,250 会報「図南J第25号発行及び発送諸経費他

会議費 120,000 87.025 32,975 総会・理事会・会報「図南」編集委員会

図南会費 270,000 214,722 55.278 「図南会」大同窓会関係・学校案内バンフレット他

地区図南会費 180,000 180,000 0 地区図南会事務局運営費(3万円×6地区)

雑費 50,000 0 50,000

総務費 2,560,000 2,055,956 504,044

事務局費 1,000,000 781,625 218,375 事務局運営費(事務局員報酬 )

慶弔費 40,000 31,600 8,400 役員・職員等の慶弔費

旅費 820,000 718,040 101,960 地区図南会総会・同窓会入会式出席旅費

一般需用費 550,000 385,348 164,652 電気水道代・複写機 (リース代・使用料)・ 事務用品他

役務費 150.000 139,343 10,657 電話代・通信費 (切手・葉書・送料 )・ インターネット・HP他

補助費 8301000 789,872 40,128

特別補助費 250,000 229,872 20,128 卒業証書入れ丸簡・マラツン大会賞品タオル代・雛鵬賞費

行事補助費 80.000 60,000 20,000 卒回同窓会御樽代

進路支援補助費 500,000 500,000 0 進路対策関係教材等購入費他

雑費 90,000 28,000 62,000 転退学者会費返却。その他

予備費 400,000 0 400,000

合  計 7,200,000 5,807,325 1,392,675

年 次 繰越額 収入額 支出額 残 額 備  考

新卒生(H27入学 ) 2,391,014 508 2,391,522 0 利患を加えて一般会計へ繰り入れ

在校生(H28入学 ) 2,430,515 515 0 2,431,030 定期預金

在校生(H29入学 ) 2,160,000 183 0 2,160,183 定期預金

在校生(H30入学 ) 2,490,000 0 2,490,000 定期預金 (全日241人 、定時8人 )

合  計 6,981,529 2,491,206 2,391,522 7,081,213

項  目 繰越額 収入額 支出額 残額 備  考

積立金 10,667,843 1,605 0 10,669,448
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〔1〕 事業基金

平成30年度
‐
同窓会事業基金口教育振興基金・特別会計 決算書

[2] 教 育 振 興基 金  母校教育の充実に寄与する目的の基金

財産目録

1学校林 (分収林)

預貯金 (単位 :円 ) 3現金並びに有価証券

無し預金種別 金 額

定期預金 34,580,086

普通預金 3,401,090

通常貯金 30,000

(単位 :円 )

証拠書類と照合の結果、収支ともに適正に処理されていることを認めます。

平成31年 4J鴨3日 監査旱 班、ゎ:マ

ン/■り41‡ト
監査員 “I争 千`資liト

項  目 繰越額 収入額 支出額 残 額 備 考

入会金積立金 10,839,359 958,345 0 111797,704 平成30年 3月 卒業生預かり金受け入れ

(定期預金)11,495,667(普 通預金)302,037

《在校生預かり金》準会員入会金(4,000円 X入学者数)

年 次 繰越額 収入額 支出額 残 額 備 考

新卒生(H27入学 ) 956,406 0 956,406 0 事業基金へ繰り入れ

在校生 (H28入学 ) 972,206 206 0 972,412 定期預金

在校生(H29入学 ) 864,000 73 0 864,073 定期預金

在校生(H30入学 ) 996,000 0 996,000 定期預金 (全日241人 、定時8人 )

合  計 2,792,612 996,279 956,406 2,832,485

項  目 繰越額 収入額 支出額 残 額 備 考

積 立 金 1,375,632 12 200,000 1,175,644 韓国土坪高校交流事業補助

〔3〕 特別会計(寄付金)

項  目 繰越額 収入額 支出額 残額 備  考

奨学基金 2,501,061 212 0 2,501,273
早稲 田大字 側 通理工宇郡職薇工字科リ

隔申              _

SSH事業支援寄付金 0 30,000 0 30,000 寄付3件

所在地 天草郡苓北町都呂々字横ノ迫57フ 1-1

面 積 3.75 ha (人工林3.51 ha、 天然林0.24ha、 樹種変更 :雑木を杉に変更 0.64ha)

管理委託 天草地域森林組合 (平成27年 12月 18日 ～平成47年 12月 17日 :20年間)
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(2)第2号議案

平成31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)

演 美智子 (高 18)

堀田  要 (高 21)
三浦  久 (高 25)

3《 学年委員 》

中35中り|1泰雄

女31森田 満加

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植村 伸哉

高34安宅 俊二

高36園田 俊光

高38り |1原 浩寿

高40重村 大介

高42 F可 口  徹

高43宮本 諭

中37瀬崎 孝行

女32藤田 真澄

高10鶴田 克幸

高13ノ Jヽ谷 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32松下 美奈子

高34富崎 ますみ

高36松下 佳奈子

高39赤松 真一郎

高41猪原 恭彦

高42福 田  稔

高46原 田 良平

安田 公寛 (高 20)

吉野 エミ子 (高 2)  光延 隆三 (高 12)  大山 美智子 (高 13)

横山 英生 (高20)  池田 正三郎 (高21) 田中 久美子 (高 24)

平田 浩一 (校長)  堀田 善久 (中 28)  海江田 雅靖 (高 8)

浦中 不三男 (高 24) 竹本 民和 (事務長 )

菅F 浩 (副校長)  岩寄 毅 (全 日制教頭)星 子 洋一郎 (定時制教頭 )

楠 田 美和 (主幹教諭 )

原田 絹枝 (女30)  江上 美年子 (女31) 錦戸 恒生 (高 4)

平田  豊 (定14) 寺澤 静子 (高 17)  松下 正志 (高 18)

奈良峙孝一郎 (高20)松 下 洋助 (定20)  横田 早苗 (定20)

深谷  茂 (高 23) 横山 和江 (高 23)  松尾 博之 (高 25)

明瀬 純一 (高26) 福島 英次 (高27)  水本 静男 (高27)

女25__減田._夕美    女26井上 豊子

高3 野 口 久仁子  高5 甲斐田 績

高10春間 京子   高11鶴田 功

高13田原 和子   高14福岡 周孝

高16後藤 紘昭   高16矢住 嘉孝

高18藤本 一員   高19洲崎 昭重

高20松本 英三   高20福田 賢二

高22金子  勉   高22古り|1秀美

高24新  浩三   高24酒井 秀則

高26山下 洋子   高27金子 正秀

高28長野 哲也   高29益崎 洋一郎

高31金森  健   高31梶原 英勝

高33宮崎 公明   高33横島 龍一

高35岩下  忠   高35明瀬 晴彦

高37山西 浩徳   高38植田 伸広

高39船場 正和   高40金子 晴彦

高41西峙 正和   高41松下 宗裕

高42宮崎 琢磨   高43長尾 良太郎

高48脇 山 友和

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 不日久 (高 31)

事務局員 :瀬崎 美穂子
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宮本  歩 (高47)



会報編集委員

委員長 寺崎  成彦 (高 18)

委 員 大山 美智子 (高 13)西 田  幸 (高 17)

竹本  隆治 (高24)原 田 良平 (高40
山川  潔 (高 21)鬼塚  正文 (高 27)

桂木 誠志 (高 22)

瀬崎 美穂子 (推薦)

ホームページ編集委員

深谷  茂 (高23)   鬼塚  正文 (高 27)

大同窓会 (図南会 )

平成31年度担当学年代表者

高27回卒…0前 田 正之 (実行委員長|三浦 浅美 (副委員長)金子 正秀 (事務局長)

高32回卒…・植村 伸哉 松下 美奈子

高37回卒…・山西 浩徳

図南会 0地区図南会

天草高校同窓会「図南会」本部

天草高校関東図南会  「関東あまたか会 」

.IIな経:1壷
松尾 和幸 (高 16) 事務局長 山中 麗子 (高 21)

― 一 一 ―
― ― ―

l

平成31年 10月 27日 (日 )会 場 :スクワール麹町― ―一 ――― てHp)Ai「ア/k五五五tOtl二 五面atakttkaio cOm

I選眈ξ輌鋼予乳:,珊1■l

事務局長 岩崎 陽一 (高 22)

「熊本支部」

遠藤 證一郎 (高 20) 事務局長 田中 明 (高 20)

天草高校人代図

役職名

同窓会開催 日

「 ノヽフくイヽ 」

松本 友喜 (高 17) 事務局長 脇村 好貞 (高 28)

会場 :ホテル大黒屋

鹸
一鉄
一
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(3)第3号臓案

平成31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

H31

4

3(水 )会計監査

20(土 )平成31年度総会
9(火 )第4回理事会

23(火 )第5回「図南第26号」
編集委員会

5 21(火 )第6回編集委員会 18日 (土)福岡

6 11(火 )第 1回理事会 18(火 )第7回編集委員会 16日 (日 )中 京

7 ル (火 )会報「図南26号 J発行 30(火 )会報「第26号」発行 7日 (日 )関西

8 ス(火 )会報「図南26号」発送 Z(火 )会報「第26号」発送

9
17(火)第 1回「図南第27号」

編集委員会 (未定)熊 本

10 19(土 )第 14回ゴルフ大会 1(火 )第2回理事会 27日 (日 )関東

9(土 )大同窓会 (図南会) 26(火 )第 2回編集委員会 2日 (土 )八 代

12

H32

1

21(火 )第3回理事会 28(火 )第3回編集委員会

2

28(木 )同窓会入会式

第3回情報交換会
18(火 )第4回編集委員会

3 17(火 )第5回編集委員会

4
会計監査

平成32年度総会
7(火 )第4回理事会 21(火 )第 6回編集委員会

総会   ………………… 年1回4月 に実施
理事会  ……・・……・・… 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」・ゴルフ大会企画委員会 ・・………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31年度 同窓会会計 予算書 (案 )

[1]一般会計
1 :円

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 1,923,409 2,072,854 △ 149,445 前年度繰越金

会 費 4,861,030 4,891,014 △ 29,984

睡 2,430,000 2,500,000 △ 70,000 郵便振替手数料値上げ(1350人 分)

1新規会員会費 2,431,030 2,391,014 40,016 平成31年 3月 卒業生預かり金受け入れ

雑収入 245,561 236,132 9,429 会報「図南」広告費・預金和j息・その他

合  計 7i030,000 7,200,000 △ 170,000

科  目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘 要

事業費 3,3101000 3,320,000 △ 10,00C

会報発行費 2,700,000 2,700,000 G 会報「図南」発行及び発送諸経費他

会議費 110,000 120,000 △ 10,000 総会。理事会・会報「図南」編集委員会

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

地区図南会費 180,000 180,000 0 地区図南会事務局運営費(3万 円 X6地区)

雑費 50,000 50,000 0

総務費 21550,000 2,560,000 △ 10,000

事務局費 1,000,000 1,000,000 0 事務局運営費 (事務局員報酬 )

慶弔費 40,000 40,000 0 役員:職員等の慶弔費

旅費 810,000 820,000 △ 10,000 地区図南会総会・同窓会入会式出席旅費

一般需用費 550,000 550,000 0 電気水道代・複写機・事務用品他

役務費 150,000 150,000 0 電話代・通信費(切手・葉書・送料)・ インターネット他

補助費 880,000 830,000 50,000

特別補助費 300,000 250,000 50,000 卒業証書ファイル・マラソン大会賞品タオル代・雛鵬賞費

行事補助費 80,000 80,000 0 卒回同窓会御樟代

進路支援補助費 500,000 500,000 0 進路対策関係教材等購入費他

雑費 90,000 90,000 0 転退学者会費返却。その他

予備費 200,000 400,000 △ 200,000

合  計 7,030,000 7,200,000 △ 170,000

在校生預り金  1 7,081,2131平 成28年、29年、30年入学生分(10,000円 X入学者数 )

(定期預金)11,495,667(普 通預金)302,03711,797,704

平成28年、29年、30年入学生分 (4,000円 X入学者数 )在校生預り金

母校教育の充実に寄与する目的の基金

SSH科学部グローバル・リンク・シンガポール (世界大会)出場補助を行う

5

奨学基金 2,501,273 早稲田大学 (創造理工学部機械工学科)限定

SSH事業支援寄付金 30,000
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(4)第4号議案
◇大同窓会(図南会)について

担当3学年 《高27回・高32回・高37回 》…・(冊子資料P.5)

①期日 平成31年 11月 9日 (土 )

②場所 ホテルアレグリアガーデンズ天草
③会費 7,000円
④日程 受付・式典・講演会・懇親会 ※詳細は担当3学年準備会で検討

◇第14回ゴルフ大会について

①期日 
オ
平成31年 10月 19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
◇代議員提案

6 その他 (事務局からの諸連絡 〉

Q学生回螢 2_埜勲全112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

■Q∝p田_2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で

住所変更等があつた場合、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・FAX及びメールアドレスは冊子の表紙に記載しています。)

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」は同窓会ホームページにも掲載しています。)

※会報「図南J～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会覇画面伝菩あ募集7ごらしてで (冊子資料P.″(～ ″)

会報図南26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 31年 4月 23日

天草高校同窓会会長 安 田 公寛

同窓会報編集委員長 寺崎 成彦

同窓会会報「図南」の広告募集について(お願い)

新緑の候 皆様方には、益 ご々健勝のこととお慶び申し上げます。
平素より天草嵩校同窓会の諸活動にご理解とご支援をいただき、お礼申し上げます。
さて、下記のとおり会報「図南」第26号の広告を募集いたします。

会報は全国の約 19.000名 の会員に届けます。天高同窓会発展のため、是非、応募に
ご協力くださいますようお願いいたします。

記

1 募集要項

(1)広告 1枠 ・… 1万円 (4枠まで可 )

(2)広告の形式 ・… 1枠 :縦 5 cm× 横 4 cm

(3)申 し込み方法 ・… 同封の申込書またはEメールで事務局宛にお願いします。

(4)参考資料 ……… 昨年の会報第25号

(5)広告料金の支払い ・… 同封の振込用紙でお願いします。入金確認後、領収書を

送付します。

会報「図南」第26号は8月 にお届けする予定です。

(6)締切 日 ・… 5月 21日 (火 )

2 同窓会事務局連絡先

同窓会事務局

天高学習センター 1階 (図南会館 )

〒863-0003天草市本渡町本渡557番地

開館日:毎週火曜日 (■00～ 16●0)
◇電話・FAX 0969-24-3533
◇E一 Mail  tonankai@spbe.ocn,ne」 p

◇同窓会 HP http://amatakadosOkal.∞ m

-10-



天草高校同窓会編集委員会 宛

1 会報「図南」広告応募申込書 |

申込者 (企業)名 :

平成 31年  月

１

　

２

. _`ノ

3 広告枠 (._………枠  )※ 昨年度 :第25号(   )枠

4 応募原稿

会報は全ページカラー印刷です

☆昨年度、申し込まれた方で変更がなければ、 (1)( )「昨年のとおり」にO印を、
もしも、デザインの変更があれば下の記入欄にお願いします。

☆新規に申し込みをしていただく方は、 (2)( )「デザインで申し込み」にO即を、
新規デザインの記入もお願いします。

(1)天高同窓会会報に

。(.………_)_J製いのとおりに壺し込み鏡 _ヽ_

(2)天高同窓会会報に

。(_………_)__新規 !二下記のな 宝し込みます。_

※新規のデザイン及び指定する色を記入してください。

(実寸サイズ:一枠 縦5cm X横4cm)
(商標コピーを添付可 )

―
‖

―



〈正会員年会費関係資料 〉

《1》 率国別年会費納入状況 機日 30■ 闘 虚 9鶴 H28

倉岳 1～ 10
定時制 1～ 50

高 61～
品 51～ 30
晟 41～ 50
局 01～ 40
儡 21～ 3◎

品 11-・ 20
嵩 1… 10

高女 317-32
面安 2弩 ～ sO
曲資 11・-2の

高女 1～ 10
囀 OO… 38

魏
14

::::FF 43

0

0

轡 _21

0         100        1200
驚        

―
       

―

"4
- 27
0          ,

:::F 29

…
J7

彎  75

'|●

■|‐ 310

鯉

1鯉

300
彎

4001 500‐ 16001
需

※平成31年度から高61回生(平成21年 3月卒)が新規正会員となり会費納入の対象者

《2》 地区別年会費納入状況

地 区 平成28年度 平成29年度 平成30年度

関東地区 190 193 182

中京地区 37 40 55

関西地区 122 114 109

福岡地区 78 72 74

熊本地区 185 180 259

八代地区 15 23 16

天草地区 654 681 616

7地区全体 1.281 1.303 1.311

天草地区内訳

天草市 592 615 568

天草郡 33 33 28

上天草市 29 33 20
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