
令和2年5月20日

代議員・関係者各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  川﨑市立橘高等学校同窓会

　　　　 会長　牧野　重夫

　　　　　　　令和２年度代議員会、懇親会中止のお知らせ

拝啓　新緑の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、本年6月27日(土)に開催を予定しておりました令和2年度川﨑市立橘高等学校同窓会

代議員会及び懇親会については新型コロナウイルスの感染症拡大状況を受け同窓生及び関係

者の皆様の健康と安全を第一に考え役員協議の結果、誠に勝手ながら開催を中止させて頂く

ことになりましたのでお知らせ申し上げます。

　皆様には急なご案内となりご迷惑をお掛け致しますがご理解の程お願い申し上げます。

なお本日、下記の代議員会議案資料を郵送させて頂きましたのでご検討の上、同封の返信用

葉書にて議決権行使の賛否をご記入の上、令和2年6月25日迄にお手数ですがご返送下さい。

 皆様の今後のご健康と安全をお祈り申し上げます。

　　　　　 敬具

　記

　　◆令和２年度川﨑市立橘高等学校代議員会議案資料
　　　１．代議員会式次第
　　　２．代議員会議案資料
　　　　①第一号議案（平成31年4月～令和元年3月）
　　　　・2019年度事業報告
　　　　・2019年度収支決算報告・別途積立金収支決算報告
　　　　・会計監査報告
　　　　②第二号議案
　　　　・令和2年度事業計画（案）
　　　　・令和2年度収支予算（案）
　　　３．報告事項
　　　　・同窓会「橘基金」
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2019年度事業報告（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

１．渉外活動

　（１）入学式への参列

　　  ・入学式：４月８日（水）　＜全日制 ２７６名・定時制 ２６名が入学＞

　　　　＊全日制は鈴木会長、、定時制は長谷川名誉会長、池上副会長、天沼会計が参列。

　　 ・卒業式：令和２年３月７日(土) 全日制２７４名、定時制 33名（３修制 16　名、４年制 17　名）

         ＊新型コロナウイルス感染症拡大の為、参列中止となる。

　（２）PTA総会への出席

　　　・５月１８日（土）に開催され、役員歓送迎会・懇親会にて役員と交流を図りました。

　　　　＊牧野会長・池上副会長が出席。

　（３）文化祭への参加　＊『同窓会コーナー』 で展示！

　　　【全日制・橘花祭】　２２番教室

　　　・９月２８日（土）校内、９月２９（日）午前９時３０分～午後３時に一般公開、来場者は３５０名。

　　　 〇テーマ：「同窓会活動の紹介と同窓会の歴史」
　　　　＊同窓会の活動（母校支援）内容等を紹介。

　　　　＊部活動（後援）の活躍状況、橘高校ＨＰの紹介

　　　　＊写真：校舎の歴史、設立５０・６０周年式典及び祝賀会等を掲示。

　　　　＊同窓会報・記念誌及び卒業アルバム等展示。

　　　【定時制・橘定祭】10月26日（土）大会議室　午後１２時から２時３０分、来場者は５０名。

       〇テーマ「同窓会活動と卒業アルバムの展示」
　　　 ＊校舎の歴史を写真を中心に展示

　　　 ＊部活動弁論大会等の資料を掲示

　　　 ＊同窓会報、記念誌及びアルバム等を展示

２．会議の開催

　（１）役員会（３回）

　　　・同窓会の活動及び事業内容について審議。

　３０年度事業・決算報告、令和元年度事業計画・予算案等、代議員会開催等

　代議員会の報告、会報１８号発行、文化祭（橘花祭）の内容、部活動報告等

　上期事業報告・会計報告他

　　　・４月１３日（土）決算・監査（三役・会計監査･事務局）を開催。

　　　☆９月２６日（木）、１２月２７日（金）三役会議（事業計画推進について）

　（２）代議員会

 １２月７日（土）１０時

第一号議案 

日時 議題

　４月２０日（土）１０時

　９月　７日（土）１０時



　　　・６月２９日（土）､午後１２時３０分より母校会議室で開催、出席者３３名。平成３０年度事業報告、

　　　　決算報告及び監査報告､令和元年度事業計画及び予算案、役員の改選について提案し承認

　　　　されました。
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　　 【懇親会】

　　  ・午後２時から宝珍樓で開催、来賓、代議員、役員、及び学校関係者等、４１名が出席しました。

　（３）事務局会議（５回）

　　　・４月２０日（土）、６月１５日（土）、９月７日（土）・２８日（土）・２９日（日）、１２月２７日（金）に開催。

　　　　※会報編集会議時（下記）適宜開催。

３．広報活動

　（１）ホームページ

　　 ・WEBサイト「同窓会ホームページ」順次更新。

　（２）会報１８号『たちばな』の発行（元年９月）

　　　・令和元年９月発行。

　　　・A４判１２頁　１２，０００部製作発行。１０，５００部を９月９日より随時メール便等で送付。

　　　・編集会議：１月２６日（土）、２月２３日（土）、３月３０日（土）、４月２０日（土）５月１８日（土）、

　　　６月１５日（土）、７月１３日（土）、８月随時開催（最終校正・入稿・印刷他）

４．母校後援（賛助・祝金等）

　（１）文化祭（橘花祭・橘定祭）への後援

　　 ・全日制は９月２８日（土）校内、９月２９日（日）一般に開催。

　　 ・定時制は１０月２６日開催。

　（２）部活動への後援

　　　　〔全日制〕
　　　◆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：男子関東大会出場（５月） ◆吹奏楽部東関東大会出場（9月）

　　　◆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：女子関東大会出場（５月）

　　　◆ｿﾌﾄﾃﾆｽ部：女子個人関東大会出場（６月） 　〔定時制〕
　　　◆陸上部：男子南関東大会出場（６月） ■陸上部：男子全国大会出場（８月）

　　　◆陸上部：女子南関東大会出場（６月） ■卓球部：女子全国大会出場（８月）

　　　◆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：男子インターハイ出場（８月） ■ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：男子全国大会出場（８月）

　　　◆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：男子インターハイ出場（８月） ■ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：女子全国大会出場（８月）

　　　◆陸上部：男子インターハイ出場（８月） ■ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：女子全国大会出場（８月）

　　　◆陸上部：女子インターハイ出場（８月） ■ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ部：女子個人全国大会出場（８月）

　　　◆陸上部：男子駅伝南関東大会出場（１１月）

　　　◆陸上部：女子駅伝南関東大会出場（１１月） ■部活ドリーム大賞受賞（２年１月）

　　　◆卓球部女子関東選抜大会出場（11月） 　（準グランプリ、スポーツ賞、キャプテン賞）



　　　◆ｿﾌﾄﾃﾆｽ部：女子関東選抜大会出場（2年1月）

　　　◆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：男子春高バレー出場（２年1月）

　　　◆ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部：女子春高バレー出場（２年1月）
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５．部活動ＯＢ・ＯＧ会と連携

　　 （１）情報収集　

　　　 ・野球・バレーボールの試合応援、体育祭見学、文化祭等を通じて連携。

６．その他

　　　（１）学校教育推進会議：より開かれた学校づくりの推進を図るために開催、同窓会も参加。

　　　　・７月６日（土）、令和２年２月１５日に開催し牧野会長、池上副会長が出席。

　　　（２）体育祭（橘花祭）：９月１１日（水）に開催

　　　　・牧野会長、事務局で見学、同窓生も複数見学されていました。

　　　（３）公開授業

　　　　・定時制１１月２０日（水）、全日制１１月２３日（土）に牧野会長、池上副会長が見学。



【収入の部】 単位:円

項目  予算額 決算額 比較増減 備考

繰越金 1,968,668 1,968,668 0  前年度繰越金

1,244,000 1,244,000 0  卒業生311名×4,000円

1,092,000 1,092,000 0   全日制　273名

152,000 152,000 0    定時制　 38名

年会費 1,000,000 1,043,000 43,000 　年会費・賛助寄付金

代議員会費 100,000 128,000 28,000

会報広告費 30,000 30,000 0  会報広告料

雑収入 100 46 △ 54  預金利息

合計 4,342,768 4,413,714 70,946

【支出の部】 単位:円

項目  予算額 決算額 予算残額 備考

事務局費 320,000      125,301 194,699

事務渉外費 300,000 120,572 179,428 橘花祭事務費・慶弔費・事務用品

通信交通費 20,000 4,729 15,271

会議費 450,000      343,481 106,519

役員会議費 50,000 4,680 45,320 資料印刷費、資料郵送費

代議員会費 400,000 338,801 61,199 案内諸経費、懇親会費

事業費 2,000,000    1,952,686 47,314

会報発行費 1,500,000 1,502,686 △ 2,686 会報発行諸費

母校後援費 500,000 450,000 50,000 橘花祭・文化祭賛助・部活賛助

積立金 100,000 100,000 0

予備費 1,472,768 0 1,472,768

合計 4,342,768    2,521,468 1,821,300

収入合計 支出合計 次年度繰越金

¥4,413,714 - ¥2,521,468 = ¥1,892,246

※繰越残高内訳 ①横浜銀行 ¥513,582 ②みずほ銀行 ¥57,884

③郵便局 ¥676,049 ④川崎信用金庫 ¥1,666,600

⑤現金 ¥206,131 ①～⑤計 ¥3,120,246

◎繰越残高には、次年度入会金預かり金1,228,000円を含む。  (全日制274名分、定時制33名分)

令和2年5月5日
上記のとおりご報告申し上げます。　　　　　監査の結果相違ないことをご報告いたします。

会　　長　 　牧野　重夫 会計監査 　　寺西　英夫

副 会 長　　 池上　裕光 会計監査　　 荒井　久雄

会　  計 　　西川　敏夫

会  　計　　 天沼　寛文

2019年度　収支決算報告
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

川崎市立橘高等学校同窓会

入会金



単位:円

項目  収入 支出

繰越金       2,251,801 0

一般会計より繰入金         100,000 0

預金利息              97 0

合計       2,351,898 0

収入合計 支出合計 次年度繰越金

¥2,351,898 - ¥0 = ¥2,351,898

1、積立金　　　 1,000,000円
2、周年行事積立金円 1,300,000円 （平成17年度より周年行事準備目的で積立）

3、預金利息 51,898円

※繰越内訳

三井住友信託銀行　定期預金 1,000,000円

三井住友信託銀行　普通預金 1,351,898円

令和2年5月5日

上記のとおりご報告申し上げます。　　　　　監査の結果相違ないことをご報告いたします。

会　　長　 　牧野　 重夫 　  会計監査 　　寺西　英夫

副 会 長　　 池上 　裕光

    会計監査　　 荒井　久雄

会　  計 　　西川　 敏夫

会　  計 　　天沼　 寛文

2019年度　別途積立金 収支決算報告書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

川崎市立橘高等学校同窓会

◆別途積立金の内容

備考

平成30年度より繰越



1 　渉外活動

　(1)入学式,卒業式への参列 (新型コロナウイルス感染症の拡大により参列自粛)

　(2)PTA総会(役員送迎会)への出席

　(3)文化祭（全日制9月、定時制10月)への参加

　　「同窓会コーナー」による資料等を展示

2　会議の開催

　(1)役員会

　(2)代議員会の開催(6月) *新型コロナウイルス感染症拡大により中止といたします。

　 ※懇親会の開催

　(3)事務局会議

3 　広報活動　　

　(1)ホームページ

　　※随時更新

4 　母校の後援

 　(1)文化祭(橘花祭、橘定祭)への後援

     (2)部活動への後援

     (3)その他

5 　 部活動OB会と連携、促進

　

6  　事務局員の増員及び活動内容の拡充

7   　その他

　第二号議案 

令和２年度　事業計画(令和2年4月1日～令和3年3月31日）（案）



 【収入の部】 　　　　　　　　　　（単位：円）

項目 平成31年度予算額 令和2年度予算額 比較増減 備考

 繰越金 1,968,668 1,892,246 △ 76,422  前年度繰越金

 入会金 1,244,000 1,228,000 △ 16,000  卒業生307名×4,000円

　  全日制 1,092,000 1,096,000 4,000   274名（前年比　1名増）

    定時制 152,000 132,000 △ 20,000     33名（前年比　5人減）

 年会費 1,000,000 50,000 △ 950,000 　年会費・賛助寄付金

 代議員会費 100,000 100,000 0

 会報広告費 30,000 0 △ 30,000  会報広告料

 雑収入 100 100 0  預金利息

合 計 4,342,768 3,270,346 △ 1,072,422

 【支出の部】 　　　　　　　　　　（単位：円）

項目 平成31年度予算額 令和2年度予算額 比較増減 備考

 事務局費 320,000 320,000 0

　　事務渉外費 300,000 300,000 0  ウェブサイト運営、他

　　通信交通費 20,000 20,000 0

 会議費 450,000 450,000 0

　　役員会議費 50,000 50,000 0

　　代議員会費 400,000 400,000 0

 事業費 2,000,000 550,000 △ 1,450,000

　　会報発行費 1,500,000 50,000 △ 1,450,000  会報19号発行準備他

　　母校後援費 500,000 500,000 0  文化祭・部活動等賛助

 積立金 100,000 100,000 0  周年行事積立

 予備費 1,472,768 1,850,346 377,578

合 計 4,342,768 3,270,346 △ 1,072,422

　　　　　　　　 川崎市立橘高等学校同窓会

　　　　　　　　　　（単位：円）

項　目 収　入 支　出

前年度繰越金 2,351,898 0

 一般会計より繰入金 100,000 0

 預金利息 100 0

合計 2,451,998 0

令和2年度　収支予算（案）　

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

令和2年度　別途積立金　収支予算（案）

備　考

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

　　　　　　　　 川崎市立橘高等学校同窓会



　　　　　　　　　令和2年6月27日

　      同窓会　橘 基金

　      理事長　桑原　正㊞

1　事業報告

(1)奨学金給付

　　・全日制　　　　　2名

　　・定時制　　　　　2名

(2)記念品

　　 ・スピーチコンテスト用　盾及び微章文字

2 　会計報告

　　　　　　　　　　　　(平成31年4月1日～令和2年3月31日)　　　　　　　　　　　　単位円
収入 額 支出 額

　前年度繰越金 2,876,423 　奨学金給付額 201,944

　寄付金 611,000 　記念品費 7,602

　収入利息 171 　雑費(残高証明書) 432

支出計 209,978

　次年度繰越金 3,277,616

計 3,487,594 計 3,487,594

＊次年度繰越金内訳

普通預金　　　　    86,616円　　(川崎信用金庫向河原支店)

定期預金　　　　2,000,000円　　(川崎信用金庫向河原支店)

ゆうちょ銀行　　 1,191,000円　　(横浜貯金事務センター)

　　　　計　 　　　3,277,616円

監査報告

令和元年度事業報告及び会計監査報告の結果適正に処理されていることを証します。

　　　　　　　　令和2年4月15日

   　　　　幹事　西川洋志夫㊞

   　　　　幹事　斉藤　 和夫㊞

　「橘　基　金」　報　告　書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収支報告書
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