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------	 	 	 次	 	 	 第	 	 	 ------	 

	 司会	 副会長	 平林幹夫	 

Ⅰ．開会挨拶 会長	 大野正恒 

Ⅱ．来賓祝辞 校長	 木村巳典 

Ⅲ．議長選出 

Ⅳ．議事（会議の目的事項） 

報告事項  

2013 年度（平成 25 年度）および 2014 年度（平成 26 年度）事業報告	 

 決議事項  

第１号議案	 2013 年度（平成 25 年度）および 2014 年度（平成 26 年度）	 

収支報告書承認の件 

第２号議案	 2015 年度（平成 27 年度）および 2016 年度（平成 28 年度）	 

事業計画および収支予算案承認の件 

第３号議案	 役員等任期満了につき改選の件	 

Ⅴ．閉会挨拶	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副会長	 平林幹夫 
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２０１３年度、２０１４年度	 事業報告書	 

（平成 25 年 4 月１日	 ～	 平成 27 年 3 月 31 日）	 

	 

１．事業の概況	 

(1)	 会員に対する情報発信	 

例年同様、会報委員会で掲載記事の集約と編集を行った結果、両年度とも計画日程

通り会報を完成し、4月上旬、会員宛に発送した。2011年7月にはホームページを開設

し、新たに2013年9月より住所不明者欄を設け、会員に対する情報提供体制を強化し

た。	 

①	 会報発行部数の推移	 

年度	 	 号数	 2013 年度	 	 第 15 号	 2014 年度	 第 16 号	 

発	 行	 部	 数	 7,500	 7,500	 

仕	 	 	 	 	 	 	 様	 Ａ４版カラー8頁	 Ａ４版カラー8頁	 

発注印刷所	 京浜印刷㈱	 京浜印刷㈱	 

発	 	 	 送	 	 日	 2013.4 月上旬	 2014.03.031(月)	 

②	 ホームページ開設の反応等	 

・閲覧件数約 9,000 件（2015.03.31 現在）	 

・登録情報の変更手続きが便利	 

・大井第一小学校ホームページからリンクできる（2013.4～	 )	 

・住所不明者欄を設けた事により、会員からの情報提供が得られた	 

(2)	 会員懇親行事の開催	 

2008年度から実施している会員懇親行事は、引き続き鹿嶋神社大祭に合わせて10

月第 3週の日曜日に母校で開催し、多数の会員に来訪いただきました。なお、2011

年度まで本行事の呼称を「ホームカミングデー」としていたが、より親しみやすい名

称とするため、2012年度から「同窓生の集い」に改称した。	 

・	 秋季会員懇親行事の開催状況	 

年	 	 	 	 度	 2013 年度	 2014 年度	 

開	 催	 日	 時	 

	 

2013.10.20(日)	 

11:00～15:00	 

2014.10.19(日)	 

11:00～15:00	 

開	 催	 場	 所	 母校･多目的室	 母校･多目的室	 

行	 	 	 事	 	 名	 同窓生の集い	 同窓生の集い	 

来	 訪	 者	 数	 63 名	 96 名	 
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(3)	 母校に対する各種の援助または協力	 

入学式・運動会・卒業式等、母校の公式行事に会長ほか役員が出席して祝意を表

するとともに、2月または 3月に開催されるＰＴＡ主催の「大一まつり」に協力参

加して在校生と交流する等、本会を知らしめる活動を展開した。	 

また、母校の外部評価制度について、12 年前の本制度発足以来、毎年、外部評

価委員を送り出している。	 

①	 母校公式行事等への援助、協力	 

年	 	 	 	 度	 2013 年度	 2014 年度	 

入	 学	 式	 2013.04.06(土)	 2014.04.07(月)	 

(代表出席者)	 大野会長	 大野会長	 

運	 動	 会	 2013.10.05(土)	 2014.10.04(土)	 

(代表出席者)	 大野会長	 大野会長	 

卒	 業	 式	 2014.03.24(月)	 2015.03.24(火)	 

(代表出席者)	 大野会長	 大野会長	 

②	 大一まつりへの参加	 

年	 	 	 	 度	 2013 年度	 2014 年度	 

開	 	 	 催	 	 日	 2014.02.22(土)	 2015.02.28(土)	 

開	 催	 場	 所	 母	 校	 ･	 校	 庭	 母	 	 校	 ･	 校	 	 庭	 

担	 	 	 当	 	 者	 
	 

役員､理事､	 
外部協力者	 

役員､理事､	 
外部協力者	 

実施イベント	 

	 
	 

昔遊び(面子、	 

ベーゴマ等)	 
	 

昔遊び(面子、	 

ベーゴマ等)	 
囲碁、将棋、クイズ	 

③	 外部評価委員	 

年	 	 	 度	 2013 年度	 2014 年度	 

委	 嘱	 者	 井上副会長	 	 	 住	 友	 理	 事	 

(4)	 会員および在校生に対する表彰等	 

両年度とも、表彰該当者なし。	 

	 

	 （参考）会員名簿登録者数	 

年	 	 	 度	 	 	 	 2013 年度	 	 	 	 2014 年度	 

住所判明者	 	 7,006	 	 7,008	 

会員登録者数	 14,381	 14,539	 

(注 1)	 上記の数は、1936 年(S.11)卒業以後の会員登録数。	 

(注 2)	 登録者数は、母校開校120周年を期して行われた会員名簿整備に基づく。た

だし、会員の記載漏れや重複もあり、実数とは言えない。	 
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２．庶務の概要	 

(1)	 役員等に関する事項	 

①	 役員・理事等	 

	 年	 	 度	 	 2014.03.31 現在	 	 2015.03.31 現在	 

	 役	 	 員	 

	 

	 

	 

会長	 	 大野正恒	 

副会長	 森秀雄	 

副会長	 平林幹夫	 

副会長	 井上幸子	 

会長	 	 大野正恒	 

副会長	 森秀雄	 

副会長	 平林幹夫	 

副会長	 井上幸子	 

	 

	 
監事	 	 大山義広	 

監事	 	 小林昌信	 

監事	 	 大山義広	 

監事	 	 小林昌信	 

	 理	 事	 等	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

理事	 	 栢原康郎	 

理事	 	 住友光男	 

理事	 	 木村穣良	 

理事	 	 堀切孝悦	 

理事	 	 岩城英規	 

理事	 	 小林真智郎	 

理事	 	 西村晃太郎 
理事	 	 猪飼英介	 

会計	 	 安田央	 

会計	 	 宇田川龍一	 

書記	 	 榊原恵	 

理事	 	 栢原康郎	 

理事	 	 住友光男	 

理事	 	 杉本晴重	 

理事	 	 木村穣良	 

理事	 	 岩城英規	 

理事	 	 小林真智郎	 

理事	 	 西村晃太郎	 

理事	 	 猪飼英介	 

会計	 	 安田央	 

会計	 	 宇田川龍一	 

書記	 	 榊原恵	 

	 委	 	 嘱	 顧問	 	 津田照通	 顧問	 	 津田照通	 

	 	 	 	 	 (注)	 いずれも非常勤、無報酬、交通費不支給。	 

	 

	 

②正・副会長会議	 

年	 	 	 度	 	 2014.03.31 現在	 	 2015.03.31 現在	 

構	 成	 員	 

	 

	 

	 

会長	 	 大野正恒	 

副会長	 森秀雄	 

副会長	 平林幹夫	 

副会長	 井上幸子	 

会長	 	 大野正恒	 

副会長	 森秀雄	 

副会長	 平林幹夫	 

副会長	 井上幸子	 

坦	 当	 事	 項	 
	 	 
	 
	 

	 

大井第一小学校との連携･協働	 

事業企画全般(事業計画	 /	 予算計画	 /	 	 

	 	 	 	 	 	 	 人事	 /	 組織体制等)	 

理事会上程議案立案	 

長期計画立案	 
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③	 専門委員会	 （2015.03.31 現在）	 

	 会報委員会	 名簿委員会	 ＩＴ委員会	 特別委員会	 

委員長	 井上幸子	 平林幹夫	 平林幹夫	 大野正恒	 

委	 員	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

大野正恒	 

森秀雄	 

平林幹夫	 

榊原恵	 

杉本晴重	 

津田照通	 *	 

木村親光	 *	 

安田央	 

宇田川龍一	 

	 

	 

	 

	 

	 

住友光男	 

杉本晴重	 

	 

	 

	 

	 

	 

栢原康郎	 

木村穣良	 

岩城英規	 

小林真智郎	 

西村晃太郎	 

猪飼英介	 

	 

担当	 
事項	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

会報の	 

出版企画/原稿

集約/紙面編成

企画/原稿入力	 

(2012 年度～)/	 

印刷所発注/	 

校正/発送手配	 

会員名簿の	 

集約/PC 入力	 

(会計業務連動)/	 

新入会員名簿

入手/住所不

明者追跡調査	 

	 

ホームページの	 

運営企画/更新

企画/実務処理	 

	 

	 

	 

	 

｢同窓生の集い｣	 

他､左記委員会	 

の担当に含まれ

ない事項の企画

/運営	 

	 

	 

(注)	 *印は外部協力者(元理事)。	 

④	 外部協力者	 （2015.03.31 現在）	 

事業遂行のため、元理事である津田照通顧問の他、土肥義尚、山崎吉男、松

林二郎、木村親光の５氏に外部協力者として運営に参加いただいている	 
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	 (2)	 理事会に関する事項	 (第 1回理事会～第 11回理事会・持ち回り決裁を含む)	 

開催日	 議事事項	 会議の結果	 

2013.06.21	 

(第 1 回理事会)	 

・委員会設置案の件	 

・会報 16 号テーマと発送手段の件	 

・同窓生の集い開催方針の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

2013.09.20	 

(第 2 回理事会)	 

・同窓生の集い運営計画の件	 

・クラス会・同期会支援金の件	 

・住所不明者リスト掲載の件	 

原案のとおり可決	 

継続審議に付託	 

	 	 同	 	 上	 

2013.12.20	 

(第 3 回理事会)	 

・同窓生の集い開催結果の件	 

・会報 16 号出版方針承認の件	 

・クラス会・同期会支援金の件	 

・住所不明者リスト掲載の件	 

・大一まつり参加の件	 

・140 周年行事準備委員会発足の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

同	 	 上	 

同	 	 上	 

同	 	 上	 

同	 	 上	 

2014.02.21	 

(第 4 回理事会)	 

	 

・会報 16 号発行内容の件	 

・外部評価委員推薦の件	 

・140 周年記念行事の件	 

・2014 年度理事会開催日程の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

2014.04.18	 

(第 5 回理事会)	 

	 

・杉本晴重氏理事就任承認の件	 

・140 周年記念行事の件	 

・委員会構成委員変更承認の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

2014.06.20	 

(第 6 回理事会)	 

・同窓生の集い開催計画の件	 

・会報 17 号掲載内容の件	 

・140 周年記念行事の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

同	 	 上	 

2014.09.19	 

(第 7 回理事会)	 

・会報 17 号掲載内容の件	 

・同窓生の集い運営計画の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

2014.12.19	 

(第 8 回理事会)	 

	 

・会報 17 号発行内容の件	 

・同窓生の集い開催結果の件	 

・140 周年記念行事の件	 

・クラス会・同期会支援金継続の件	 

・第 10 回通常総会開催日程の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

同	 	 上	 

同	 	 上	 

2015.02.20	 

(第 9 回理事会)	 

	 

・会報 17 号発行内容の件	 

・大一まつり参加の件	 

・外部評価委員推薦の件	 

・140 周年記念行事の件	 

・2015 年度理事会開催日程の件	 

原案のとおり可決	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

	 	 同	 	 上	 

同	 	 上	 

2015.03.16	 

(第 10 回理事会)	 

・140 周年事業準備委員会報告 
及び検討事項承認の件 

原案のとおり可決	 

	 	 	 

2015.04.22	 

*持ち回り決裁	 

・同窓会名簿開示に関する件 原案のとおり可決	 

	 

2015.05.15	 

(第 11 回理事会)	 

・第 10 回通常総会議案承認の件	 原案のとおり可決	 

(3)	 寄付金に関する事項	 	 	 	 	 

	 該当事項なし	 

(4)	 その他の事項	 

該当事項なし	 
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第１号議案　2013年度(平成25年度)および2014年度(平成26年度)
　　　　　　収支報告書承認の件

２０１３年度(平成２５年度)収支報告書 （案） 謄本

【貸借対照表】　(平成26年3月31日現在、単位：円)

(流動資産) 0
現金 0

郵便貯金 4,106,047 4,683,338

郵便振替 0 19,311

前払費用 596,602 4,702,649
資産合計 4,702,649 4,702,649

【収支計算書】　(平成25年4月1日～平成26年3月31日現在、単位：円)
項目 予算 実額 差

(収入の部)
会費収入 1,300,000 1,243,600 -56,400 ・払込764件(1件平均1,628円)、対前年比較 -26件

入会金収入 45,000 45,900 900 ・2014年卒業生153名分

記念誌等販売収入 0 0 0
寄付金収入 0 5,000 5,000
雑収入 1,000 832 -168 ・郵便貯金受取利息

　　① 当期収入 計 1,346,000 1,295,332 - 50,668
　　前期繰越収支額 4,683,338 4,683,338 0
　　②収入 計 6,029,338 5,978,670 - 50,668
(支出の部)
[事業費]
総会開催費 0 0 0
秋季大会費 70,000 65,360 4,640 ・飲料･菓子等 9,044円､資料･看板代等 54,600円他

会報出版費 370,000 381,691 -11,691 ・会報印刷代 259,875円、払込票印刷代 121,816円

調査費 0 0 0
名簿管理費 26,000 15,603 10,397 ・事務局名簿印刷ｲﾝｸ代 7,140円､管理ｿﾌﾄ代8,463円

広報費(事) 12,000 75,811 -63,811 ・ＨＰ費用73,580円（ﾒﾝﾃ 7,430､住所不明者ｱｯﾌﾟ66,150)他

会議費(事) 15,000 8,500 6,500 ・会報委員会 (4回) 開催諸費用

旅費(事) 0 0 0
通信運搬費(事) 700,000 589,498 110,502 ・会報郵送費 408,965円、封筒代･発送作業費 180,533円

事業費雑費 40,000 30,000 10,000 ・大井第一小｢入学式」｢運動会」｢卒業式」祝金

事業費 計 1,233,000 1,166,463 66,537
[管理費]
会議費(管) 10,000 7,600 2,400 ・正副会長会議 (4回) 開催費

旅費(管) 0 0 0
通信運搬費(管) 2,000 0 2,000
事務用品代 28,000 24,188 3,812 ・PCｲﾝｸ代 8,520円、会計用ｿﾌﾄ代 12,600円他

振替手数料 80,000 77,770 2,230 ・会費払込手数料（1件平均102円､対前年比較 ＋1円)

管理費雑費 20,000 0 20,000

管理費 計 140,000 109,558 30,442
③ 当期支出 計 1,373,000 1,276,021 96,979

当期収支差額
　　（①- ③） - 27,000 19,311 46,311

次期繰越収支差額
　　(②- ③) 4,656,338 4,702,649 46,311

大井第一小学校同窓会 会長　大　野　正　恒 　印

会計　安　田　 央　　　印

会計　宇田川　龍　一 　印

純資産合計
負債純資産合計

備考

上記のとおりご報告いたします。
２０１４年３月３１日

資産の部 負債の部
負債合計

純資産の部
前期繰越収支額
当期収支差額

	 

決議事項 

 
	 * -  
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監   査   報   告   書  

	 

大井第一小学校同窓会	 

会長	 大野	 正恒	 殿	 

	 ２０１４年４月３０日	 

	 大井第一小学校同窓会	 

監事	 小林	 昌信	 	 ○印	 

監事	 大山	 義広	 	 ○印	 

 
私たちは、２０１３年(平成２５年)４月１日から２０１４年(平成２６年)３月３１日までの２０

１３年度(平成２５年度)における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。	 

 

1. 監査の方法の概要	 

(1)	 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算

書類の正確性を検討した。 

(2)	 業務監査について、理事会およびその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関

係書類など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。 

	 

2. 監査意見	 

(1)	 収支計算書および貸借対照表は、会計帳簿の記載金額と一致し、本会の収支状況および財産

状態を正しく表示していると認める。	 

(2)	 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは本会が定める規則に反する重大

な事項はないと認める。 

以 上 

 
	 

	 

	 

	 	 

謄本  
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２０１４年度(平成２６年度)収支報告書 （案） 謄本

【貸借対照表】　2015年(平成27年)3月31日現在、単位：円

(流動資産) 0
現金 0

郵便貯金 4,525,121 4,702,649

郵便振替 0 -127,328

前払費用 50,200 4,575,321
資産合計 4,575,321 4,575,321

【収支計算書】　2014年(平成26年)4月1日～2015年(平成27年)3月31日現在、単位：円
項目 予算 実額 差

(収入の部)
会費収入 1,300,000 1,331,330 31,330 ・払込779件(1件平均1,709円)、対前年 +16件､87.7千円

入会金収入 45,000 39,900 -5,100 ・2015年卒業生133名分

記念誌等販売収入 0 0 0
雑収入 1,000 831 -169 ・郵便貯金受取利息

　　① 当期収入 計 1,346,000 1,372,061 26,061
　　前期繰越収支額 4,683,338 4,702,649 19,311
　　②収入 計 6,029,338 6,074,710 45,372
(支出の部)
[事業費]
総会開催費 0 0 0
秋季大会費 70,000 49,983 20,017 ・飲料･菓子等 9,682円､資料作成費等 40,301円

会報出版費 370,000 427,249 -57,249 ・会報印刷代 252,000円、払込票印刷代等 175,249円

調査費 0 0 0
名簿管理費 26,000 7,059 18,941 ・秋季大会開催時事務局用名簿印刷ｲﾝｸ代 7,059円

広報費(事) 12,000 75,004 -63,004 ・ＨＰ費用72,489円（ﾒﾝﾃ 7,689､住所不明者ｱｯﾌﾟ64,800)他

会議費(事) 15,000 12,000 3,000 ・会報委員会 (4回) 開催諸費用

記録費(事) 0 56,000 -56,000
クラス会補助金(事) 0 70,000 -70,000
通信運搬費(事) 700,000 681,322 18,678 ・会報郵送費 500,595円、封筒代･発送作業費 169,353円他

事業費雑費 40,000 30,000 10,000 ・大井第一小｢入学式」｢運動会」｢卒業式」祝金

事業費 計 1,233,000 1,408,617 - 175,617
[管理費]
会議費(管) 10,000 5,900 4,100 ・正副会長会議開催費

旅費(管) 0 0 0
通信運搬費(管) 2,000 0 2,000
事務用品代 28,000 2,732 25,268 ・ﾌｧｲﾙ､印刷用紙代

振替手数料 80,000 82,140 -2,140 ・会費払込手数料（1件平均105円､対前年比較 ＋4,240円)

管理費雑費 20,000 0 20,000

管理費 計 140,000 90,772 49,228
③ 当期支出 計 1,373,000 1,499,389 - 126,389

当期収支差額
　　（①- ③） - 27,000 - 127,328 - 100,328

次期繰越収支差額
　　(②- ③) 4,656,338 4,575,321 - 81,017

大井第一小学校同窓会

上記のとおりご報告いたします。
２０１５年３月３１日

資産の部 負債の部
負債合計

純資産の部
前期繰越収支額
当期収支差額

会長　大　野　正　恒 　印

会計　安　田　 央　　　印

会計　宇田川　龍　一 　印

純資産合計
負債純資産合計

備考
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監   査   報   告   書  

	 

大井第一小学校同窓会	 

会長	 大野	 正恒	 殿	 

	 ２０１５年４月３０日	 

	 大井第一小学校同窓会	 

監事	 小林	 昌信	 	 ○印	 

監事	 大山	 義広	 	 ○印	 

 
私たちは、２０１４年(平成２６年)４月１日から２０１５年(平成２７年)３月３１日までの２０

１４年度(平成２６年度)における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。	 

 

2. 監査の方法の概要	 

(3)	 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算

書類の正確性を検討した。 

(4)	 業務監査について、理事会およびその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関

係書類など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。 

	 

3. 監査意見	 

(3)	 収支計算書および貸借対照表は、会計帳簿の記載金額と一致し、本会の収支状況および財産

状態を正しく表示していると認める。	 

(4)	 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは本会が定める規則に反する重大

な事項はないと認める。 

以 上 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

謄本  
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第２号議案	 2015 年度（平成 27 年度）および 2016 年度（平成 28 年度）	 

事業計画および収支予算案承認の件 

	 

２０１５年度、２０１６年度	 事業計画書	 

（平成 27 年 4 月１日	 ～	 平成 29 年 3 月 31 日）	 

	 

１．基本的な考え方	 

引き続き会報発行による情報発信を主力とするものの、世間の情報入手手段の多様

化に対応して、ホームページ掲載情報の更なる充実と効果的活用方法の開発を推進する。	 

また、2015年の開校140周年に向けて、母校と協力しつつ本会が行う記念事業を成功

させる。これを機に会員相互の親睦を図れるように一層努力する。	 

その他、事業目的達成のため、時代の変化に対応する活力あふれる体制を構築する。	 

	 

２．事業別基本計画	 

	 (1) 開校 140 周年記念同窓会の開催	 
	 	 	 	 10 年ごとの節目として母校の発展を祝うとともに、会員同士の懇親を目的に、

11 月 28 日(土)大井町「きゅりあん」にて開催する。2014 年度より実行委員会を	 

立ち上げ、準備を進めている。	 

また、母校へ大型テントと会議用テーブルを寄贈し、記念品として母校を紹介	 

する DVD と母校の歴史を綴る写真集を制作する。この事業を遂行するために同窓	 

会会員に寄付金を募る。 

なお、予算として本会計から 270 万円を計上する。(14 ページ参考資料参照) 

(2)	 会員に対する情報発信	 

会報委員会で企画立案された会報を所定の時期に発行、発送する。引き続きカラ

ー印刷を行うとともに、予算が許す限り掲載写真を増やし、ビジュアル効果溢れる紙

面を提供する。ホームページについては、ＩＴ委員会が担う画面情報更新のみなら

ず、同期会開催情報の掲載や投稿を募る等、会員の閲覧とウェブ利用を促進する施

策を検討し、開発する。	 

(3)	 会員懇親行事の開催	 

2015年度は上記(1)の「開校140周年記念同窓会」を開催する。また、クラス会・

同期会支援金も継続する。	 

2016年度は「同窓生の集い」を母校で鹿嶋神社大祭開催日の10月第3週日曜日に

開催する。	 
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(4)	 母校に対する各種の援助または協力	 

引き続き、入学式・運動会・卒業式等の公式行事に会長ほか役員が出席して祝意

を表するとともに、2月または3月に開催されるＰＴＡ主催の「大一まつり」に協力

参加して在校生との交流を図る。この他、母校の外部評価制度に関しては、母校から

の要請に応じて、外部評価委員の派遣をする。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(5)	 その他本会の目的達成のための必要な事項	 

幅広い世代の理事増員を推進して本会の永続的な発展を期すとともに、会報

やホームページからの呼びかけ、あるいは、個別会員とのコンタクトを通じて

6,000 名を超す住所不明者の縮小化を図る。	 
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２０１５年度（平成２７年度）、２０１６年度（平成２８年度） 収支予算案
項目 2014年度

予算
2014年度
決算(案)

20１5年度
予算案

前年度予算
との差

20１6年度
予算案

(収入の部)
会費収入 1,300,000 1,331,330 1,300,000 0 1,300,000
入会金収入 45,000 39,900 36,900 -8,100 35,100
寄付金収入 0 0 0 0 0
雑収入 1,000 831 500 -500 500
　① 当期収入 計 1,346,000 1,372,061 1,337,400 - 8,600 1,335,600
　(A) 前期繰越収支差額 4,683,338 4,702,649 4,575,321 - 108,017 1,600,721
　② 収入 計 6,029,338 6,074,710 5,912,721 - 116,617 2,936,321
(支出の部)
[事業費]
総会開催費 0 0 0 0 0
秋季大会費 70,000 49,983 0 -70,000 50,000
会報出版費 370,000 427,249 460,000 90,000 460,000
調査費 0 0 0 0 0
名簿管理費 26,000 7,059 10,000 -16,000 10,000
広報費(事) 12,000 75,004 75,000 63,000 75,000
会議費(事) 15,000 12,000 15,000 0 15,000
通信運搬費(事) 700,000 681,322 700,000 0 700,000
記録費(事) 0 56,000 30,000 30,000 30,000
クラス会補助金(事) 0 70,000 150,000 150,000 100,000
事業費雑費 40,000 30,000 40,000 0 40,000
事業費 計 1,233,000 1,408,617 1,480,000 247,000 1,480,000
[管理費]
会議費(管) 10,000 5,900 15,000 5,000 15,000
旅費(管) 0 0 0 0 0
通信運搬費(管) 2,000 0 2,000 0 2,000
事務用品代 28,000 2,732 25,000 -3,000 25,000
振替手数料 80,000 82,140 80,000 0 80,000
管理費雑費 20,000 0 10,000 -10,000 10,000
管理費 計 140,000 90,772 132,000 - 8,000 132,000
  特別会計繰入金支出 0 0 2,700,000 2,700,000 0
　③ 当期支出 計 1,373,000 1,499,389 4,312,000 2,939,000 1,612,000

- 27,000 - 127,328 - 2,974,600 - 2,947,600 - 276,400

4,656,338 4,575,321 1,600,721 - 3,055,617 1,324,321

（決算額・会費収入の推移）

件数 金額 増減 平均口数
1999(H11） 578,168 2,307,554 1,450,550 857,004 982 2,333,254 － 2.38
2000(H12） 1,435,172 2,394,210 1,163,974 1,230,236 892 1,951,764 - 381,490 2.19
2001(H13） 2,665,408 588,056 74,311 513,745 890 1,703,000 - 248,764 1.91
2002(H14） 3,179,153 1,988,288 2,039,037 - 50,749 834 1,567,254 - 135,746 1.88
2003(H15） 3,128,404 1,808,696 1,016,288 792,408 808 1,398,000 - 169,254 1.73
2004(H16） 3,920,812 1,710,506 1,184,852 525,654 820 1,472,000 74,000 1.80
2005(H17） 4,446,466 3,303,606 4,991,053 - 1,687,447 838 1,516,000 44,000 1.81
2006(H18） 2,759,019 2,170,312 1,288,680 881,632 719 1,163,000 - 353,000 1.62
2007(H19） 3,640,651 733,724 345,957 387,767 796 1,305,000 142,000 1.64
2008(H20） 4,028,418 1,641,955 1,335,449 306,506 908 1,589,000 284,000 1.75
2009(H21） 4,334,924 1,347,289 1,334,205 13,084 808 1,297,000 - 292,000 1.61
2010(H22） 4,348,008 1,361,338 1,275,396 85,942 794 1,316,000 19,000 1.66
2011(H23） 4,433,950 1,461,373 1,375,201 86,172 821 1,371,000 55,000 1.67
2012(H24） 4,520,122 1,356,596 1,193,380 163,216 790 1,321,000 - 50,000 1.67
2013(H25） 4,683,338 1,295,332 1,276,021 19,311 764 1,243,600 - 77,400 1.63
2014(H26） 4,702,649 1,372,061 1,499,389 - 127,328 779 1,331,330 87,730 1.71
2015(H27) 4,575,321

・同窓生の集い費用

・HP運営費 / 大一まつり

・委員会開催費用

・会報郵送関係費

・大井第一小行事 祝金

・理事会､正副会長会費用

・ＨＰサーバーレンタル料他

・会費払込時の振替手数料

単位：円

・下表参照

備考

　(B) 当期収支差額
　　  （①- ③）
　次期繰越収支差額
　　  (A)+(B)

年度 前年繰越額 ① 収入 ② 支出 収支差額
(①- ②)

会費収入(Ｈ11～19- - 前年3月～当年2月)

・開校140周年記念事業

　繰入金

・会報印刷費
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第３号議案	 役員等任期満了につき改選の件	 
	 

	 

（役員候補者）	 	 敬称略	 

職	 名	 氏	 	 	 名	 卒	 	 業	 	 年	 在	 住	 地	 新再の別	 

会	 	 長	 大野	 正恒	 1964 年（S.39 年）	 東京都品川区	 再任	 

副会長	 住友	 光男	 1960 年（S.35 年）	 〃	 新任	 

〃	 平林	 幹夫	 1960 年（S.35 年）	 〃	 	 	 再任	 

〃	 井上	 幸子	 1967 年（S.42 年）	 〃	 〃	 

監	 	 事	 大山	 義広	 1967 年（S.42 年）	 〃	 〃	 

〃	 岩城	 英規	 1973 年（S.48 年）	 〃	 	 	 新任	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

参考

(収入の部) 金額 摘要
寄付金収入 1,000,000
記念式典会費収入 1,500,000 会費5000円×300人
記念品販売収入 1 0 0 部 100,000 1000円×100人

収入合計 2,600,000
本会計繰入金収入 2,700,000
(支出の部)
会議費 実行委員会開催費 10,000

企画分科会開催費 10,000
広報分科会開催費 10,000

広報費 120,000 品川区広報９万円、ポスター3万円
記念式典開催費 会場費 101,000

会食委託費 1,000,000 ＨＲＭ業者見積
受付用具代 10,000
音源使用料 10,000

記念品贈呈費用 記念贈呈品購入費 300,000 大型テント1張
ＤＶＤ制作費 映像制作費 880,000 ケーブルテレビ品川見積

D V D 製作　竹５0 0 枚 240,000
印刷製本費 写真集　　1 ２0 0 部 850,000 （株）トミナガ見積
通信運搬費 案内状 700,000 会報発送費（昨年実績）＋１０万円
事務用品代 10,000
運営雑費 10,000
予備費 1,039,000

支出合計 5,300,000

140周年記念事業予算案
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