
平成　25　年

松本深志高等学校同窓会

定　時　総　会

平成25年9月28日（土）14：00

深志教育会館



平成25年深志同窓会定時総会次第

☆総会開会　14：00

1．開会の言葉

2．会長代行挨拶

3．学校長挨拶

4．議　事

（1）第1号議案　　平成24年度事業報告

（2）第2号議案　　平成24年度会計決算報告

（3）第3号議案

（4）第4号議案

（5）第5号議案

（6）第6号議案

（7）第7号議案

（8）第8号議案

（9）第9号議案

平成24年度会計監査報告

平成25年度事業計画案

平成25年度会計予算案

委員会について

会長選任について

会計監事選出について

進行　　太田　道草

相澤●英伸

相溝　英仲

田中　正吉

井上　　保

相溝　英伸

監　　　事

飯沼　博則

相澤　英伸

（財）深志尚学会会計報告について　　　市瀬　竜二

その他

（イ）小林有也校長の100回忌について　　　　　　　　田中　正吉

（ロ）深志同窓会と㈱深志尚学会の統一について　　　飯沼　博則

（ハ）同窓会運営協力金について

5．閉会の言葉

飯沼　博則

内）1回、百合

☆特別講演開催　15：30

講　師　輩　昭男氏（深志16回卒）

（元）大臣官房技術総括審議官・テレビ朝日常務

（現）YRP研究開発推進協会会長

㈱テレコムエンジリアニングセンター理事長

㈱中央コリドー代表取締役

演　題　　「国際競争下のICTの動向」

☆懇親会 17：00
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第1号議案

平成24年度　深志同窓会事業報告

年　月　日 倬h������ﾘ��内　　　　　　　容 �������｢

24．8．10 ��9Yｸ檠+x橙�①24年度事業報告・決算と25年度事業計画・予算案 ��h耳檍ｭ�

（②役員会・総会について 

③特別講演について 

④委員会組織について 

（㊦100年館について 

⑥小林有也校長100回忌について 

24．8．20 倬�{�ｹ�b�第5回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ

24．8．25 ��hｬHﾛ��対象年度　平成24年度（平成23年8月～24年7月） 仆8支檍ｭ�

監査 

24．8．25 ��9Yｸ檠+x橙�役員会の運営について �:������2

24．8．25 冩�醜橙���①平成24年度事業報告・決算報告 �:������2

（②監査報告 

③平成25年度事業計画案・予算案 

④平成24年度定時総会について 

24．9．13 儘ﾉ_�効醜橙�第1回委員会　　広報活動について �:������2

24．9．25 �7ｨ�ｸ8�6��ｸ5ﾙYH橙�①定期更新について、②企画ものについて 亊ｸ,ﾉ>�785ﾒ

③女子部、尚学会等のページ作成と連携について �6ﾈ5��ｩnXｧxﾕ｢

24．9．29 ��9Yｸ檠+x樢��定時総会の運営について 仆8支檍ｭ�

24．9．29 �.磯��ﾘ橙�①平成24年度事業報告・決算報告 �ｨ�����2

②監査報告 

③平成25年度事業計画案・予算案 

④委員会組織について 

⑤100年館について 

⑥（財）尚学会会計報告と新法人について、 

特別　講演 俎X踪���(�)�I�ﾈ��j������ｸ躊�X���(�｢

学校法人未来学舎理事長 

演題　　「松本方式ボランティア・SKFから 

まつもと歌舞伎へ－」 
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24．10．1 倬�{�ｹ�b�第6．回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ

24．10．15 ���YH橙�会報19号発行について 仆8支檍ｭ����ﾂ

24．11．12 倬�{�ｹ�b�第7回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ

24．11．20 ���YB�抦効醜橙�会報19号原稿確認 仆8支檍ｭ�

24．11．26 ���YB�抦効醜橙�会報19号原稿確認 �:������2

24．11．29 ���YB�抦効醜橙�会報19号内容確認 �:������2

24．12．4 冖ﾉ^ｸ効醜橙�第1回新委員会 �:������2

組織・役割について 

今後の予定 

24．12．7 ���YH橙�会報19号最終校正 �:������2

終了後ご苦労会 

24．12．10 倬�{�ｹ�b�第8回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ�及び 

終了後ご苦労会 仆8支檍ｭ�

24．12．‾18 ���YH橙�会報．19号 仆8支檍ｭ�

′iヽ■′ 12．20 亶�-��ｺi|ﾘ�"�封入作業 

25．1．11 ��9Yｸ檠+x橙�140周年事業について ��h耳檍ｭ�

深志教育会館維持管理について 

卒業生、新入生への記念品について 

25．1．15 冖ﾉ^ｸ効輯)kﾂ�電算印刷に伺い内容確認及び移管打ち合わせ �6H螽�8ﾟﾂ

25．1．21 冖ﾉ^ｸ効什+r�各年次名簿新委員へ委嘱状、同窓会個人情報管理規程 仆8支檍ｭ�

他送付 

25．1．28 兀ｸ檠+x橙�事務職員の面接 �7ｨ6X8ｸ扎ﾈ�

140周年事業について 

25．2．8 兀ｸ檠+x橙�同窓会の法人格について �:������2

事務職員の交代について 

会館管理について 



25．2．25 兀ｸ檠+x橙�総会までの会長職について �7ｨ6X8ｸ扎ﾈ�

中嶋会長お別れ会について 

25．3．13 兀ｸ檠+x橙�中嶋会長へ弔電の件 �:������2

5月2日合同葬iについて 

事務職員採用について 

25．4．8 兀ｸ檠+x橙�中嶋会長お別れ会の打ち合わせ 仆8支檍ｭ�

女子職員採用について 

会長推薦について 

25。4．8 冖ﾉ^ｸ効醜橙�第2回委員会 仆8支檍ｭ�

第19号会報送付結果について 

データ引取について 

今後の予定 

25．4．22 倬�{�ｹ�b�第9回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ

25．5．12 �(i8��+x,ﾂ�*噂ｨ.ｨ橙�会長お別れ会一才能教育研究会と合同葬 �7ｨ6X8ｸ7X4h6��7(5�5��B

25！5．13 �7ｸ�ｸ*��ｨ耳5ﾙYH橙�ﾂ�トップページの掲載について 仆8支檍ｭ�

輔蛤乙女の活動と落し込みについて 

25．5．16 冖ﾉ^ｸ効醜橙�データの移行についての課題 仆8支檍ｭ���

25．5．20 倬�{�ｹ�b�第10回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ

25．6．17 倬�{�ｹ�b�第11回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾒ

25．6．28 ��9Yｸ檠+x橙�役員会・総会の開催日について ��h耳檍ｭ�

総会の講演会について、140周年記念事業について 

25．7．16 冖ﾉ^ｸ効醜橙�データ移行と今後の管理方法について 仆8支檍ｭ�

データの譲渡金額について 

25．7．22 倬�{�ｹ�c��第12回委員会 乂xﾕｨ��{�｢

管理委員会 倬�{��騫ﾘ,hﾚ�ﾎ8,ﾉ_ｹ�｢
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支部総会

年月　日 倡�������YB�派　　　遣　　　役　　　員 丶ｨ��ﾜ8��&�

24．11．3 亊i�ﾈ迚YB�相港英伸同窓会副会長・太田道草教頭 末��X��ﾞ8���2

24．11．9 �8ﾈ､8迚YB�相澤英伸同窓会副会長・百瀬康雄校長 冖ﾈﾌ8夊�2

25．3．16 佗X������橙�瀬尾宏男事務局長 傴ﾈ��gｸ���2

25．4．21 ��=ﾉnﾈ迚YB�相韓英伸同窓会副会長・田中正吉校長 ��=ﾉnﾈ�2

25．6．2 �8ﾉfｸ迚YB�相澤英伸同窓会副会長・田中正吉校長 ��X���H�H�2

25．6．5 �8ﾈｹ韈浦B�相澤英伸同窓会副会長・i飯沼博則副会長 ��y�968ｾb
田中正吉校長 

25：6．12 �8ﾉfｹ�ﾘ迚YB�相淫英伸同窓会副会長・田中正吉校長 �+x��nﾈ���6亦

周年事業・年次会

24．9．22 ��H���cS��D颯韜��

24．10．27 ��弌��cCX�D颯韜��

24．10．23 滴���cc��D颯韜������������>��ﾈ揵U8ﾘy:��ｸ檠Yｸ檠+x�YU9�8ﾔ騏俔ｩ+r

24．11．10 �#H���cC��D颯韜��

24．12：1 �3H���c3��D颯韜��������M���H��Y:��ｸ檠Yｸ檠+x�YU9�8ﾔ騏俔ｩ+r

二25∴1．13 鼎X���c#��D颯韜��
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平成24年度深志同窓会通常会計収支決算書

（会計年度　平成24年8月1日から平成25年7月31日まで）

l・総括の都　　　収入総額19●555●975円　支出総額13．134．841円　差引残額　6，峻1，134円

2・収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

予　　　　算　　　　科　　　　　目 剿{年度予算額 假ｸ��?ﾈ��ｧ｢�挙　　兵 �4X������������������wb

1 �?ﾈ��檍��ｾ��11，200，000 免ﾈ�3#���3����0 ��s3X�3����C3#�kﾂ

2 倬hｼh�?ﾂ�0 ���0 �

3 估ｨ��?ﾈ��ｾ��1，000，000 ���C����3����0 竸ｨﾕｨ��N��ﾂ

4 倅x�����?ﾂ�46，836 田(�3����ー15，975 况�ｾ�y��y�ﾂ

5 估ｨ��葎��ｾ��r�7．293，164 度�3#�8�3�cB�0 ����7案ｨ葎ｾ�

収　　入　　合　　計 �19．540，000 ����3SSX�3都R�－15，975 �

3・支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（単位：円） 3・支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（単位：円） 

予　　算　　科　　　目 劔uﾈ��螽��ｧ｢�支　出　額 俚x������穀�摘　　　　　要 

款 俘��節 

11通常会計 �� 塗�3CS��8������4，838，496 末ﾈ�3c���3S�B� 

1会　議　費 ������w�����N��－500，000 �3sx�33#��122，671 ��ﾘ檍�Yo�什�8檠�8囃

2事　務　費 ��3，850，000 �(�3ツ��3�cr�988，833、 �

7貸　　　金 �(�3S���8�S����1，896，600 田�8�3�C���貸金・交通費 

8報　償　∴賛 ���0 ��� 

9旅　　吏 鼎���3����342．650 鉄x�33S��支部総会派遣旅費 

10交　＿際　費 ��S��3����ー192，110 ��ﾃC(�3����慶弔費、記念品代 

ll需　用，費 ��3���3����113，089 ��ド�3����消耗品賛、印刷費、事務局賛1 

12役　務i費 鼎���C����316，718 塔8�3#�"�通信費、広告料（総会案内）‾手数料他 

14使用料及び貸借料 �����3����0 �����3����会場費他 

3教養文化費 悼_�傚���N��100，000 �����3����0 ��ﾘ檠<�¥ｨﾎｨﾋ�����9~x��

4母校援助費 ��儺��8ｾ�Z飲Xｷ�-�ﾏ�WB�����ｾ��1．500，000 ���3S���3����0 乂��ﾉ�h�Y�(���i?ｨｾ�鄧�8��ｾ�69�X檍��ｩZ�ﾘx��ｶ�支顥Zﾘ���N��ﾂ

5予　備　費 ��500．000 �����500，000 �

2特別会計 �� ��8�3����3����8，296，345 滴�3s�8�8�ﾃcSR� 

l広報委員会費 ��2，700，000 ���3�3X�3都��764，022 �

11需　用‘費 ���3����3����670，660 �3#��33C��広報委員会需用費 

12－役i務　費 ���3s���3����1，265，318 鼎3H�3c�"�広報委員会役務費“ 

2名簿委員会費 ������w���N��150，000 �#h�3c���123，400 冖ﾉ^ｸ効醜檠N���

3至料保誓管理害 �����iw���N��300，000 鉄��3Scr�241，433 倬�{��霰ﾘ��mYV儂���効醜檠N�

4活動振興費 ��乖�:饋(�ｾ��1，000，000 都���3����∴290，000 僖韜����迚YI:��ｸ檍��ﾇY��檠�ﾈ�B

6（財）尚学会援助費 �#hｯ���WH��ｾ��3，200．000 �8�3#���3����0 仆8支檍ｭ�阮9N�(�

7敦育会館管理費 ������w��丑��2，700，000 �(�33cX�3#���334，－800 仆8支檍ｭ豫yyﾙN��

8予　備　費 ��－　3．040，000 ���3，040，000 �

支　　出　　合＿　　計 剴���3SC��3����13，134，841 塗�3C�X�3�S�� 

平成24年8月25日上記決算書に基づき会計帳簿、収入・支出証憑書、預金通帳・証書等監査の結果

適正かつ正確に処理されていたことを認めます。

監事粛桝開 監事堀中舞姫㊨監事
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深志同窓会基金特別会計預金残高明細書

（平成25年7月31日現在）

（単位：円）

銀　行　名‾ 佰ｸ��ﾜ�MHﾘb�期　　間 况�ｾ�ﾋｸﾝﾘﾘ"�摘　　　　　要 

長野銀行松本北支店 免ﾆﾈ�(���33�3S��24．8．1－25，8．1 �#X�3����C���� 

松本借用金庫本店 �����ﾃ�#ャ##r�24，8．1－25，8．1 ����3����3���� 

定　期　預　金　合　　計 � �3X�C����3���� 

※　普通預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

銀　行　名 佰ｸﾜ�MHﾘb� 况�ｾ���ﾋｸ��ﾝﾘ��ﾘ"�摘　　　　要 

八十二銀行松本営業部 鼎���ﾃ��3"� 滴�3�3x�3#s��母校援助金　年間1，000，000支出 

長野銀行松本北支店 �����ﾃイ#SC#"����� 祷�3#3��3s���名簿清算後残金1，396，115 教育会館維持管理協力金6，539，480 その他　1，304，186 

普　通　語　会　合．計 � ��8�3#sx�3�S"� 

※深志同窓会基金特別会計　繰戯金総合計　48．277．0

囲



第3号議案

平成25年度　深志同窓会事業計画（案）

1．定時総会の開催　年1回開催

2．各　種　会　議　正副会長会・役員会・各委員会・部会随時開催、会計監査の実施

3．事　業　活　動

事　業　名 倬h������ｼh������>�������vR

（l）母校後援活＿動 ���i?ﾉ�h�Y�(ｼi�h,亢ﾉD����.b

②全国大会出場選手に祝金贈呈 

・③教育設備・教育環境充実のための助成 

④生徒会・クラブ活動への助成 

⑤図書館活動への助成 

⑥西穂高岳事故追悼行事への助成 

⑦消耗品（更紙・白灯油）購入への助成 

⑧教員国内研修費用の助成 

（2）深志教育会館の ��ｻ8支檍ｭ豫yyﾘ戊�8効醜檍,仄i|ﾒ

維持管理活動 ��檍ｭ�,ﾈ査鰄ｬyyﾘ,仄i|ﾒ

③（財）深志尚学会の運営に協力 

（3）年次会振興活動 ��ｦYD韜��ﾉD鞅8馼,偬ｨｾ�/�ﾏ�WH+Y�Xｻｸ/��ﾘ.�

②各会に補助金を交付し振興を図る 

‘　東京　　八王子　　東北　　東海　　関西　　東北信 

九州山口　　大町北安曇　　安曇野“蛍雪会　ほか 

③各行事には本部役員を派遣するi 

（4）教養文化活動 侭.磯��ﾘ檍鳧,�<�¥ｨﾗX�檍､ｨﾜ2

（5）広報委員会活動 ��檠_�YH檍��檠_�#�ﾘiJﾘﾗ2

②HP部会　　同窓会HPを充実・維持管理に努める 

（6）名簿委員会活動 ���ikﾉ^ｸ効什,x���)D9kﾒ

②名簿元データ引き取り 

③名簿の管理 

（7）資料保存管理 ����{�,ﾉ�餔Xｷ�-�ﾏh､ｨ��OR

委員会活動 ��ﾚ�ﾎ8,ﾘ�X��{�ｹ�hｬyyﾘ効醜檍�h,h+X,I]ｹ�hｬyyﾘ,�7x-�.��"

（8）女性部会活動 ����ｹYH檍/�zx+��8+�ｨ�:�+x.��"

（9）そ　　の　　他 ���Y�ｸ躡�ﾉZ域ｨuX�hｷ�-��Y�ｸ躡�ﾉZ域ｨuh�h,ﾉLﾉHI�9��

②深志百年館の清掃協力 
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平成25年度深志同窓会通常会計収支予算書（案）

（会計年度　平成25年8月1日から平成26年7月31日まで）

1．総括の都　　　収入総額18，670．000円　　支出総額　18，670，000円　　差引残額　0円

2．収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

算　　　　　科　　　　　目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂H����ｧ"�摘　　　　　　　　　　　要 

入　　会　　金 ����3#���3����11，200，000 ���320名　＠35，000 

事　業　収　入 ���0 ��� 

繰　　入　　金 ���3����3����1，000，000 ���母校援助賞他 

雑　　収　　入 鼎��3ツb�46，836 �(�3�3��預金利息他 

繰　　越　　金 塗�3C#��3�3B�7，293，164 ��ﾃピ(�3�3��前年度繰越金 

収　入　合　計 ����3cs��3����19，540，000 ��ﾃピ��3���� 

3．支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

予　　　算　　　科　　　目 劔uﾈ����������耳��7ﾘ������������ｧ｢�剴E　　　　　要 

款 俘��節‾ 冏ｸ��D���7��前　年　度 儂H������ｧ"

l通常会計 �� 塗�3SS��3����6，450，000 �����3���� 

l会　議　費 免ﾈ���w���N��500，000 鉄���3����0 ��ﾘ檍�Yo�醜檍檍ｶ9N�

2事　務　費 ��3，950，000 �8�3ゴ��3����100，000 �

7貸　　　　金 �(�3S���3����2，500，000 ���賃金・交通費 

8報　償　費 �������0 ��� 

9旅　　　　費 鉄���3����400，000 �����3����支部総会派遣旅費 

10交　際　費 ��S��3����150，000 ���慶弔費、記念品代 

11需　用　費 �3���3����300，000 ���消耗品費、印刷費、事務局費 

12役　務　費 鼎���3����400，000 ���通信費、広告料（総会案内）手数料他 

14使用料及び貸借料 �����3����100，000 ���会場費他 

3教養文化費 悼_������N��100，000 �����3����0 ��ﾘ檠<�¥ｨﾗX�ﾎｨ踪�9~s�

4母校援助費 ��儿�%8ｾ�^(�ｷ�-�ﾏ�WHｾ��1，500，000 ���3S���3����0 ��i?ﾉ�h�Y�(ｼi�iGｨｾ�V��8���8ﾙ��X檍��ｨﾋｸｾ���藝�(ｬ(ｺｸ���N��ﾂ

5予　備　費 ��500，000 鉄���3����0 �

2特別会計 �� ��(�3�#��3����13，090，000 ��ﾃ都��C���� 

1広報委員会費 ��2，300，000 �(�3s���3����－400，000 �

ll需　用　費 涛���3����1，000，000 ��ﾃ����3����広報委員会需用費 

12役　務　費 ���3C���3����R�1，700，000 ��ﾃ3���3����広報委員会役務費 

2名簿委員会費 ������w���N��300，000 ��S��3����150，000 冖ﾉ^ｸ効醜檠N�

3竃料保雲管理委 ������w���N��200，000 �3���3����－100，000 倬�{��騫ﾘ��mYV儂���効醜檠N�

4碧警墓室 免ﾈ���w�����100，000 ���100，000 偖9K�8�効醜檠N�

5活動振興費 ��乖�:饋(�ｾ��、1，000，000 ���3����3����0 僖韜����迚YI:��ｸ檍��ﾇY��檠�ﾂ

6（財）尚学会援助費 �#hｯ���WH��ｾ��3，200，000 �8�3#���3����0 仆8支檍ｭ�阮9N�(�

7教育会館管理費 ������w���N��2，700，000 �(�3s���3����0 仆8支檍ｭ豫yyﾙN��

8予　備　費 ��2，320，000 �8�3�C��3����－720，000 �

支　　出　　合　　計 剴���3cs��3����19，540，000 ��ﾃピ��3���� 
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