
令和２年度

松本深志高等学校同窓会
定時総会

令和２年9月26日（土） 13：00

深志教育会館



    令和２年9月26日（土）13：00 於 深志教育会館

総会開会 13：00

進行 馬場 正一 教頭

⾚⽻ 副会⻑
井上 会⻑
今井 校⻑

司会：井上 会⻑
       （１）第１号議案 令和元年度事業報告 ⽵本 副会⻑

委員会報告 各委員⻑
 資料保存（小松）・広報（小松）・名簿（大久保）・乙女（小林）

       （２）第２号議案 令和元年度会計決算報告  ⾚⽻ 副会⻑
                             平成２８年度会計監査報告  詳細説明 ⽔⾕ 事務局⻑

監査報告 林 監事
       （３）第３号議案 令和２年度事業計画（案） 折井 副会⻑
       （４）第４号議案 令和２年度会計予算（案） 折井 副会⻑

詳細説明 ⽔⾕ 事務局⻑
（５）第5号議案 会則の一部変更について 井上 会⻑
（６）第6号議案 役員改選について 井上 会⻑
（７）第７号議案 新役員挨拶

理事・代議員の委嘱
150周年事業特別プロジェクト担当理事について

５．その他
（１）一般財団法人深志尚学会 業務報告／会計報告     井上 会⻑・太⽥寛

６．閉会の言葉 ⻄澤いづみ 事務⻑
渡辺 副会⻑

令和２年深志同窓会定時総会次第

１．開会の言葉
２．会⻑挨拶
３．学校⻑挨拶
４．議事



第1号議案

年 月 日 事     項 内     容 会  場

1.8.11 男子バレーOB会五色会 定時総会・懇親会 深志教育会館

1.8.17 深志21回生 卒後50周年記念事業打合せ 深志教育会館

1.8.31 会計監査 平成31年8月〜令和１年7月 会計監査 深志教育会館

1.8.31 正副会⻑会 役員会最終打合せ 深志教育会館

①平成30年度事業報告・決算報告

②令和元年度事業計画・予算

1.9.14 深志21回生 卒後50周年記念事業打合せ 深志教育会館

①平成30年度事業報告・決算報告

②令和元年度事業計画・予算

③「特別講演」講師 藤森 新（深志21回）

1.9.29 深志26回生 卒後45周年記念事業打合せ会議 深志教育会館

会報発行スケジュール確認。原稿担当者決

定。その他

1.10.10 深志21回生 50周年記念式典台風19号による休校対策会議 深志教育会館

1.10.12 深志21回生 卒後50周年記念式典・懇親会【超大型台風19号】 深志教育会館

1.10.13 深志26回生 卒後45周年記念式典・懇親会 深志教育会館

1.10.19 深志31回生 卒後40周年記念式典・祝賀会 深志教育会館

1.10.26 深志41回生 卒後30周年記念式典・祝賀会 ホテルブエナビスタ

修正名簿正誤確認作業（変更連絡分）

基本方針決定ー名簿の構成確認（継続・追加等）

印刷会社へ概算見積り提出依頼（締切を１月末）

1.11.15 会報部会 会報初校 深志教育会館

1.12.4 会報部会 会報最終校正・忘年会 深志教育会館

1.12.7 名簿委員会 No.2 名簿発刊に向け骨子検討・忘年会 あや菜

1.12.14 会報部会 同窓会報封入作業 深志教育会館

2.2.25 正副会⻑会 令和2年度重要課題検討会議 草庵

修正名簿正誤確認作業（会報不明返却分）

基本方針決定-名簿の構成確認（継続・追加等）

深志教育会館名簿委員会 No.1

令和元年度 深志同窓会事業報告

1.11.6

2.3.4 名簿委員会 No.3 深志教育会館

深志同窓会役員会 深志教育会館1.8.31

深志教育会館深志同窓会定時総会1.9.28

会報部会 深志教育会館1.10.10

－１－



第1号議案

各年次名簿委員確認

名簿の販売価格等検討

  →印刷会社の見積状況報告

今後のスケジュール確認

2..3.11 HP部会 部会コロナウイルス拡散防止のため中止 中止

2.3.15 名簿委員会 各年次名簿委員に委嘱状発送 事務局

2.4.4 蜻蛉乙女委員会 「桜の宴」コロナウイルス拡散防止のため中止 中止

2.4.19 深志11回生 添倶会花見 コロナ拡散防止のため中止 中止

 修正名簿正誤確認作業

 発刊細部検討

   印刷会社決定（これ以降印刷会社も同席）

 各年次名簿委員確認
 名簿の販売価格等検討

   →印刷会社の見積状況報告

今後のスケジュール確認

2.6.24 尚学会 役員会 コロナ拡散防止のため書面決議 送付

2.6.24 名簿委員会 各年次名簿委員へ住所不明者確認（予備調査）依頼 事務局

2.7.5 野球部OB会 総会 深志教育会館

※今年度は3月頃からは、コロナウイルスの拡散防止のため、殆どの会合が中止や延期となった。

 記録が無いと将来事情が分らなくなるため、敢えて中止を記載した。

名簿委員会 No.4 深志教育会館2.6.17

名簿委員会 No.3 深志教育会館2.3.4

－２－



第1号議案

事  業  内  容
①  会員からの資料の受け入れ
②  受入れ資料の燻蒸（9月18日〜20日）
③  「収蔵資料目録」の検討
④  その他
①『桜の宴』への協力【コロナウイルス拡散防止のため中止】
②会員の皆さまとの交流イベントの企画・実施【コロナウイルス拡散
 のため中止】
③蜻蛉乙女ホームページ 掲載内容一部変更
④SNS「F-café」への投稿（随時）
○会報２6号・A4カラー８ｐの発行
①掲載項目・役割分担・日程等検討（10/10）
②校正・紙面割付会議（11/15）
③最終校正・内容最終確認（12/4）
④納品（12/11）
⑤封入（12/14）※在校生も多数協力。
⑥発送（12/16）
①セキュリティ強化に伴い、ホームページを新サーバに移行
②教育会館予約・使用状況PDF作成に関する対応。
③各地同窓会支部からの連絡による総会案内やイベント情報のホーム
 ページへの掲載。
④毎月2回のトンボのめがねのコラム掲載の更新。
⑤深志高校ホームページのリニューアルについて現役生と打合せ
①変更名簿の正誤確認作業
②2021名簿発刊検討・準備
③名簿委員委嘱状の発送

名簿管理委員会
（大久保哲委員⻑）

令和元年度 各委員会事業報告

資料保存管理委員会
（小松芳郎委員⻑）

蜻蛉乙女委員会
（小林美代子委員⻑）

 会報部会
 （⽔野好清部会⻑）

委 員 会 名

 ホームページ部会
 （⽶窪英人部会⻑）

広
報
委
員
会

小
松
芳
郎
委
員
⻑
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第1号議案

会議の開催
正副会⻑会
理事会・総会
同窓会委員会

   資料保存管理委員会・蜻蛉乙女委員会・広報委員会（会報部会・HP部会）・名簿委員会
※上記各開催についてはｐ１〜ｐ２参照。

支部総会
年 月 日 派遣役員 学校 開催地
1.9.7 ⾚⽻総一郎副会⻑ 今井義明校⻑ 福岡県

1.11.9 井上 保会⻑ 今井義明校⻑ 松本市

1.11.23 井上 保会⻑ 今井義明校⻑ 松本市

2.4.19

2.6.1

2.6.9

2.6.14

2.6.27

周年事業・年次会
年 月 日 年次会 派遣役員 主な会場
1.10.12 21回生 井上保会⻑ 深志教育会館

1.10.13 26回生 ー 深志教育会館

1.10.19 31回生 ⾚⽻総一郎副会⻑ 深志教育会館

1.10.26 41回生 井上保会⻑ ホテルブエナビスタ

年次会 ⺟校援助寄付
年 月 日 年次会
1.10.4 21回生

1.10.29 31回生

1.10.28 41回生
2.6.8 12回生

個人寄附
2.5.28

60周年記念 177,000- ※コロナにより式典開催出来ず
500,000-

周 年 式 典
50周年記念式典

周年事業⺟校援助寄付
500,000-

40周年記念式典 500,000-

会     場

関⻄支部

蛍雪会

安曇野支部

支  部
九州山口支部

東京支部

東北信支部

東海支部

二日市温泉大観荘

新阪急ホテル 

深志教育会館

40周年記念式典 今井義明校⻑

学   校

深志13回生 三村 篤志 様 500,000-

コロナ拡散防止のため延期

コロナ拡散防止のため中止

コロナ拡散防止のため中止

コロナ拡散防止のため延期

東北支部 コロナ拡散防止のため延期

今井義明校⻑

45周年記念式典 ー

周 年 式 典
50周年記念式典

30周年記念式典 今井義明校⻑

30周年記念式典
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第２号議案

             （単位:円）
予算額 決算額 増 減 摘          要

(1) 11,270,000 9,870,000 -1,400,000 282名×＠35,000
(2) 1,500,000 0 -1,500,000 基金より
(3) 302,599 181,362 -121,237 預金利息・徴収会費・他
(4) 1,500,000 2,177,000 677,000 年次会周年事業 深志12・21・31・41回・個人

14,572,599 12,228,362 -2,344,237
3,427,401 3,427,401 0

18,000,000 15,655,763 -2,344,237

              （単位:円）
予算額 決算額 増 減 摘      要

(1) 6,050,000 4,370,326 -1,679,674  
① 500,000 326,217 -173,783 総会・役員会等会議費
② 4,850,000 3,644,109 -1,205,891

賃 金 3,000,000 2,174,011 -825,989 事務局員賃金、通勤費、社会保険料他
旅 費 450,000 182,000 -268,000 支部総会等派遣旅費
交 際 費 250,000 108,310 -141,690 支部総会祝金・慶弔費 他
事務用品費 300,000 287,624 -12,376 紙、トナー等消耗品費・コピー機リース料他
通信広告費 550,000 616,811 66,811 通信費、広告料（総会案内）手数料他
雑 費 300,000 275,353 -24,647 上記に含まれない支出

③ 教養文化費 報 償 費 100,000 100,000 0 総会特別講演講師謝礼
④ 活動振興費 活動補助金 600,000 300,000 -300,000 年次会周年事業、支部総会・蛍雪会総会他

(2) 3,000,000 2,921,492 -78,508
① 2,700,000 2,873,474 173,474

会 報 部 会 2,600,000 2,484,674 -115,326 会報印刷、発送等
Ｈ Ｐ 部 会 100,000 388,800 288,800 ホームページ運営/サーバー変更に伴う更新

② 100,000 48,018 -51,982 名簿整備等
③ 100,000 0 -100,000 資料整理・保管・管理等
④ 100,000 0 -100,000 桜の宴開催は中止

(3) 1,500,000 1,165,488 -334,512 記念品代、大会出場祝金、教育環境充実費他
(4) 4,700,000 4,300,000 -400,000

① 寄付金 3,200,000 2,800,000 -400,000 教育会館運営費補助
② 年次会寄付 1,500,000 1,500,000 0 年次会寄付

2,750,000 0 -2,750,000
18,000,000 12,757,306 -5,242,694

0 2,898,457 2,898,457
18,000,000 15,655,763 -2,344,237

通常会計次期繰越金 内訳
360,578

2,465,515
72,364

2,898,457

2．支出の部
科     目  

一    般

雑 収 入
年 次 会 よ り 寄 付
収 入 計
前 期 繰 越 金
合 計

繰 入 金

       令和元年度深志同窓会通常会計収支決算書
          （会計年度 令和元年８月１日から令和２年７月３１日まで）

1．収入の部
科     目  

入 会 金

会 議 費
事 務 費

委  員  会

支 出 計
次 期 繰 越 金

尚学会援助費

広 報 委 員 会 費

合 計

名 簿 委 員 会 費
資料保存管理委員会費
蜻 蛉 乙 女 委 員 会 費

予 備 費

現     金
⻑野銀行・普通 8409010
松本信金・普通 0225791
合    計

⺟校援助費
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深志同窓会基金特別会計計算書 名簿会計 （ゆうちょ銀行）
（令和元年8月1日〜令和２年7月31日）

科    目 金  額 前期繰越金 1,513,268
１．収 入 振替手数料 0

前期繰越金 73,444,970 収入 0
利息収入 161 支出 0
収入合計 73,445,131 次期繰越金 1,513,268

２．支 出
尚学会寄付・通常会計へ 0
名簿口座へ 0
残高証明書手数料 1,296
支出合計 1,296
次期繰越金 73,443,835

基金特別会計次期繰越金 内訳
銀 行 名 預金種類 預金現在高

⻑野銀行松本北支店 定  期 40,000,000
松本信用金庫本店 定  期 10,000,000
八十二銀行松本営業部 普  通 1,038,023
⻑野銀行松本北支店 普通（基金） 17,564,266
⻑野銀行松本北支店 普  通 4,841,546

合             計 73,443,835

決算書に基づき会計帳簿等監査の結果、適正かつ正確に処理されていたことを認めます。

令和2年8月29日

監事  ⻄川 禎人 ㊞    林 律子 ㊞    宮坂 勲 ㊞   

（令和元年8月1日〜令和2年7月31日）

8409010

口座番号
110-8339351
001-1365518
411-1832
100-8425422

－６－



第３号議案

１．定時役員会の開催 年１回開催（８月最終土曜日）
２．会計監査の実施 年１回開催（7月末締めにて役員会同日会議開催前に行う）
３．定時総会の開催 年１回開催（９月最終土曜日）
４．各種会議 正副会⻑会・各委員会・部会  随時開催

５．事業活動

⑦受取業務 4／30 名簿不明者確認締切（最終調査）

③発送業務 12／19頃 同窓会報に同封して案内発送予定

①各年次会周年行事に祝金を交付し振興を図る

①受取業務 名簿不明者確認締切（予備調査）8／31締切

④第2回委員会 令和3.2／17 修正名簿正誤確認作業・名簿受注状況確認

 への掲載作業。
②各地同窓会支部からの連絡による総会案内やイベント情報のホーム

⑥入力業務 4／30 卒業生の名簿登録

③深志高校ホームページのリニューアルに向けての現役生のサポート

   九州・山口支部 安曇野支部 大町北安曇支部 蛍雪会 北海道

②会報の今後の在り方について検討（HPへの掲載・メールの使用など）
HP部会

６ 名簿委員会

            名簿発刊案内及び調査カード、振込用紙最終

１ ⺟校後援
③教育設備・教育環境充実のための助成

   東京支部 八王子支部 東北支部  東海支部  関⻄支部 東北信支

②全国大会出場者に祝金贈呈

②各支部に補助金を交付し振興を図る

①会館と周辺環境の維持管理

④生徒会・クラブ活動への助成

②会館利用の促進

⑪発送業務 令和3.10 名簿発刊（発送）

③一般財団法人深志尚学会の運営に協力

⑨第3回委員会 6／30 修正名簿正誤確認作業・名簿申込状況確認
⑩発注業務 7／30 印刷会社にデータ渡し

講師 早野 龍五氏 （深志２２回）※今回コロナにて中止

②第1回委員会 11／11 修正名簿正誤確認作業・

令和２年度深志同窓会事業計画（案）

⑧受取業務 6／30 同窓会名簿受注締切

定時総会時に特別講演会開催
③各行事には本部役員を派遣する

⑦消耗品等購入への助成
⑥⻄穂高岳事故追悼行事への助成
⑤図書館活動への助成

２ 深志教育会館の維持管理

３ 年次会・支部活動振興

４ 教養文化事業 

５ 広報委員会
①通販ページでの販売商品の追加等による通販サイトの充実化

⑤発送業務 3／1 各年次名簿委員へ住所不明者確認（最終調査）依頼

①卒業生に記念品贈呈

①会報２７号の発行（A4・８ｐ・カラー）
会報部会

－７－



７ 資料保存管理委員会

８ 蜻蛉乙女委員会

①収蔵資料の整理作業
②「収蔵資料目録」の作成
③常設展示の整備
④寄贈資料の受け入れ
⑤その他

９ その他

①『桜の宴』への協力
②Zoomでの交流会を企画
③SNS(Facebook,Instagram)での情報発信
④蜻蛉乙女ホームページの管理・更新

－８－



第4号議案

             （単位:円）
令和２年度通常分 元年度決算 増 減 摘          要

(1) 11,200,000 9,870,000 1,330,000 320名×＠35,000
(2) 2,000,000 0 2,000,000 基金より
(3) 401,543 181,362 220,181 預金利息・他
(4) 1,500,000 2,177,000 -677,000 年次会周年事業 深志22・32・42回

15,101,543 12,228,362 2,873,181
2,898,457 3,427,401 -528,944

18,000,000 15,655,763 2,344,237

              （単位:円）
令和２年度予算 元年度決算 増 減 摘      要

(1) 5,950,000 4,370,326 1,579,674  
① 500,000 326,217 173,783 総会・役員会等会議費
② 4,850,000 3,644,109 1,205,891

賃 金 3,000,000 2,174,011 825,989 事務局員賃金、通勤費、社会保険料他
旅 費 450,000 182,000 268,000 支部総会等派遣旅費
交 際 費 250,000 108,310 141,690 支部総会祝金・慶弔費 他
事務用品費 300,000 287,624 12,376 紙、トナー等消耗品費・コピー機リース料他
通信広告費 550,000 616,811 -66,811 通信費、広告料（総会案内）手数料他
雑 費 300,000 275,353 24,647 上記に含まれない支出

③ 教養文化費 報 償 費 0 100,000 -100,000 特別講演講師謝礼。今回コロナにて中止。
④ 活動振興費 活動補助金 600,000 300,000 300,000 年次会周年事業、支部総会・蛍雪会総会他

（2） 3,000,000 2,921,492 78,508
① 2,700,000 2,873,474 -173,474

会 報 部 会 2,600,000 2,484,674 115,326 会報印刷、封入・発送等
Ｈ Ｐ 部 会 100,000 388,800 -288,800 ホームページ運営・通販サイトの充実

② 100,000 48,018 51,982 名簿整備等
③ 100,000 0 100,000 資料整理・保管・管理等
④ 100,000 0 100,000 桜の宴開催・女性会員交流等費用等

(3) 1,500,000 1,165,488 334,512 記念品代、大会出場祝金、教育環境充実費他

(4) 4,700,000 4,300,000 400,000
① 3,200,000 2,800,000 400,000 教育会館運営費補助
② 1,500,000 1,500,000 0 年次会寄付

2,850,000 0 2,850,000
18,000,000 12,757,306 5,242,694

2,898,457 -2,898,457
18,000,000 15,655,763 2,344,237

支 出 計
次 期 繰 越 金
合 計

名 簿 委 員 会 費
資料保存管理委員会費
蜻 蛉 乙 女 委 員 会 費

予 備 費

尚 学 会 援 助 費 
寄付金
年次会寄付より寄付金

⺟ 校 援 助 費

広 報 委 員 会 費

雑 収 入
寄 付 ・ 募 金
収 入 計
前 期 繰 越 金
合 計

2．支出の部
科     目  
一  般

会 議 費
事 務 費

委  員  会

繰 入 金

       令和２年度深志同窓会通常会計収支予算書（案）
          （会計年度 令和２年８月１日から令和３年７月３１日まで）

1．収入の部
科     目  

入 会 金

－９－



 第5号議案
会則の一部変更について
本会役員数については＜第5条・第6条＞に下記のように定められております。

名誉会⻑ １ 名（⺟校の学校⻑を推す）
会  ⻑ １ 名
副  会  ⻑ ５ 名（副会⻑の中1名は⺟校の教頭をもって充てる）
理  事 若⼲名（理事は会⻑が委嘱する。

但し理事の中15名以内を常任理事とすることができる）
監  事 ３ 名

※6年後に創⽴150周年を迎えるにあたり、副会⻑を増員したいと考えるため、
 ＜副会⻑ 5名＞を＜副会⻑ 若⼲名＞に変更したい。※若⼲名：1〜10名にて

 第6号議案
役員改選について
今年は役員改選の年であります。会則には下記のように定められております。

同窓会会則 第6条
（２） 会⻑、副会⻑および監事は任期満了の年の総会において、

正会員の中から選挙する。（但し副会⻑の中1名は⺟校の
教頭をもって充てる）

第7条 
役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。

※皆様からのご意見・ご提案をお伺い致します。

 第７号議案
新役員挨拶
新会⻑より理事・代議員の委嘱
150周年事業特別プロジェクト担当理事委嘱

6年後に創⽴150周年を迎えるにあたり、「深志此処に有り！」を全国
に示す一大事業を展開する為のプロジェクトを⽴ち上げます。
その担当理事を、深志27回太⽥寛氏（現⻑野県副知事）に委嘱致します。

太⽥寛氏の紹介と挨拶

－１０－



－１１－

その他 （１）

 　　　科　　　　目 予算額 決算額 差　異 備    考
　　　　　円 　　　　円 　　　　　円

Ⅰ 事業活動収支の部

 １ 事業活動収入

 (1) 基本財産運用収入 510,000 546,153 △ 36,153

    　　基本財産賃貸料収入 510,000 546,153 △ 36,153

 (2) 寄付金収入 4,700,000 4,700,000 0

       寄付金収入 4,700,000 4,700,000 0

 (3) 雑 収 入 80,000 43,585 36,415

       受取利息収入 10,000 361 9,639 定期預金等利息

       雑収入 70,000 43,224 26,776 国債利金等

   事業活動収入計 5,290,000 5,289,738 262

 ２ 事業活動支出

 (1) 事業費支出 7,150,000 4,201,594 2,948,406

  　　　教科研究助成費 2,650,000 634,576 2,015,424 教育研究セミナー参加費等

　　　　需用費支出 2,500,000 2,197,092 302,908 教育会館電気料等

　　　　役務費支出 800,000 340,404 459,596 教育会館清掃費等

　　　　環境整備助成費 500,000 490,820 9,180 とんぼ祭用暗幕整備等

　　　　委託料支出 700,000 538,702 161,298 教育会館警備等

 (2) 管理費支出 650,000 404,743 245,257

  　　　会議費支出 200,000 75,762 124,238 理事会、評議員会

  　　　旅費交通費支出 20,000 0 20,000

  　　　公課費支出 140,000 120,800 19,200 固定資産税等

  　　　使用料及び賃借料支出 240,000 187,431 52,569 清掃用具レンタル等

  　　　災害保険料支出 50,000 20,750 29,250 火災保険料

   　事業活動支出計 7,800,000 4,606,337 3,193,663

　事業活動収支差額 △ 2,510,000 683,401 △ 3,193,401

Ⅱ投資活動収支の部

 １ 投資活動収入

 (1)固定資産売却収入 0 0 0

　　　国債償還収入 0 0 0

　　投資活動収入計 0 0 0

 ２ 投資活動支出

 (1)固定資産取得支出 0 0 0

　　　証券会社預け金 0 0 0

　　投資活動支出計 0 0 0

　投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ予備費支出 410,781 0 410,781

　　　当期収支差額   △ 2,920,781 683,401 △ 3,604,182

　　　前期繰越収支差額 2,920,781 2,920,781 0

      次期繰越収支差額 0 3,604,182 △ 3,604,182

令和元年度 一　般　会　計
収　支　計　算　書（案）

一般財団法人深志尚学会　　平成31年４月１日から令和２年３月31日



その他（１）

一般財団法人深志尚学会 （金額：円）

資産・負債の内訳

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　現金預金

　　　普通預金　八十二銀行松本営業部 2,928,618

　　　　〃　　　長野銀行大名町支店 425,564

　　　定期預金　長野銀行大名町支店 250,000

　　　　流動資産合計 3,604,182 3,604,182

　２．固定資産

　　(1)基本財産

　　　土地　７筆　2,289,88㎡ 4,864,474

　　　建物　１棟　　769,36㎡ 151,611,535

　　　証券会社預け金　SBI証券 4,023,712

　　　証券会社預け金　野村證券松本支店 1,300,551

　　　　基本財産合計 161,800,272

　　(2)特定資産

　　　減価償却引当資産

　　　　証券会社預け金  野村證券松本支店 5,003,388

　　　　定期預金　　長野銀行大名町支店 667,393

　　　　特定資産合計 5,670,781

　　(3)その他の固定資産

　　　定期預金　八十二銀行松本営業部 1,100,000

　　　　〃　　　長野銀行大名町支店 2,000,000

　　　建物　音響設備 1

　　　構築物　鉄製フェンス 434,000

　　　投資有価証券　利付国債 10,117,436

　　　証券会社預け金 SMBC日興証券松本支店 10,004,235

　　　　その他の固定資産合計 23,655,672

　　　　　固定資産合計 191,126,725

　　　　　資産合計 194,730,907

Ⅱ　負債の部 0

差引　純資産 194,730,907

財　産　目　録(案)

令和２年３月31日現在

金　　　　　　　　　　額

－１２－



その他 （１）

－１３－

１　土　　　地

用途 面積 備考

㎡ 円

宅地 273.22 貸付

２　建      物　　　　

種類 面積 取得年月日

㎡ 　　　　円 円

1F

736.92

2F

32.44

３　投資有価証券　　　　

区分 銘柄 額面金額 取得年月日

その他 国債 10,000 H27.3.20

４　証券会社預け金　　　　

区分

特定資産

その他

資産

校長
住宅

松本市開智３丁目
408番地2

木造亜鉛メッキ

鋼板葺平屋建
25.26 昭29.4.15 1

固　定　資　産　内　訳　書　(案)

所　在　地 取得年月日 取得価格 評価価格

円

松本市開智３丁目408番１ 昭29. 3.20 66,112 12,347,631

宅地 松本市開智３丁目408番2 185.21 昭29. 3.20 46,544 8,370,195

67,632,742

宅地   〃　開智３丁目409番3 6.61 昭60. 5.20 298,725

69.42 昭28. 7.28 1,824 3,033,654

宅地   〃　蟻ヶ崎３丁目424番1 1,547.66 昭28. 7.28 299,616

宅地   〃　蟻ヶ崎３丁目424番7 46.28 昭28. 7.28 1,344 2,022,436

宅地   〃　蟻ヶ崎３丁目424番4

宅地   〃  旭 ２丁目　714番 7,229,944 貸付161.48 平  4. 2. 8 4,449,034

合計 ７　　　筆 2,289.88 4,864,474 100,935,327

所　在　地 構　　　造 取得価格 帳簿価格

教育
会館

松本市蟻ヶ崎３丁目
424番地1 平18.7.31 230,296,000 151,611,534

鉄筋コンクリー

ト造合金メッキ

鋼板葺2階建

合計 ２　　棟 794.62

10,117,436

434,001

( 10年)第338回

151,611,535

利　率 償還年月日 購入価格 記　　号

230,296,000

年0.4% R7.3.20

合計

５　その他の固定資産

3,255,000

H20.3.25 1,575,000建物 教育会館音響設備

434,000

科目 内訳 取得年月日 取得価格 帳簿価格

1

10,004,235

ＳＢＩ証券

野村證券松本支店

〃

ＳＭＢＣ日興証券

構築物 鉄製フェンス H24.11.10 1,680,000

基本
財産

金　額（円） 会社名

4,023,712

1,300,551

5,003,388

一般財団法人深志尚学会



その他 （１）

－１４－

 役職名 就任年月日 任　期 担当事務 手当

代表理事 R1.6.21 ２年
会の総括
総務･出納

なし

〃 R1.6.21 ２年
会の総括
総務･出納

なし

理事 R1.6.21 ２年 代表理事補佐 なし

〃 R1.6.21 ２年 予算執行 なし

〃 R1.6.21 ２年  なし なし

〃 R1.6.21 ２年  なし なし

〃 R1.6.21 ２年  なし なし

〃 R1.6.21 ２年  なし なし

〃 R1.6.21 ２年  なし なし

〃 R1.6.21 ２年 総　務 なし

〃 R1.6.21 ２年 総務･出納 なし

監　　事 R1.6.21 ２年 監　査 なし

〃 R1.6.21 ２年 監　査 なし

深志同窓会事務局長

   (1)  理    事

   (2)  監　　事　

深志高等学校長

深志同窓会副会長

深志高校事務長

氏　  名

　　　教職員の教科研修等への助成

２　基本財産の貸与に関する事項

深志高校教諭

 櫻井　栄一

 関　　正浩

深志高校PTA副会長

武田　邦秀

深志高校教頭

公認会計士

 橋詰　奈美

      校長住宅宅地等の貸与　松本市開智３丁目４０８－１他

 竹本  祐子

 瀬尾　宏男

 赤羽 総一郎

 井上  　保

３　教育会館の管理及び運営

 今井　義明

深志同窓会前事務局長

　　　尚学塾への負担金

　　　学校の環境整備事業

令和元年度　　事業報告書（案）

事　業　の　概　要

１　生徒の学力向上のための助成に関する事項

 渡辺　　聡

百瀬　敏男

深志同窓会副会長

深志同窓会副会長

４  役員に関する事項　　（理事・監事）

　　略　　歴

深志同窓会会長

 折井　正明

 水谷　安男

深志同窓会副会長



その他 （１）

－１５－

区分 数　量 使用目的 賃貸借料 摘　要

区分 数　量 使用目的 賃貸借料 摘　要

R1.7.25 理事及び監事の登記完了

７　その他の事項

年 月 日 　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　　　容

R1.6.28 平成30年度公益目的支出計画実施報告書等を県に提出

R1.6.21

　　経　過

　松本市旭２丁目７１４番の宅地を、平成４年２月８日披雲会より寄付受納し平成４年
６月10日所有権移転登記完了に伴い、当該宅地について使用貸借契約を締結した。

〃

〃

    経  過

賃貸借期間

６　契約に関する事項

会      議      事      項

〃

・平成30年度　事業報告について

・令和元年度　事業計画及び予算案について

定款第２１条第１項に基づき、平成30年度の監査を実施する。

開催年月日

　松本市開智３丁目 408番地所在の校長住宅（木造平屋建瓦葺）77.99 ㎡を長野県へ寄
付採納し、平成元年４月１日所有権移転登記が完了したことに伴い、当該建物敷地につ
いて賃貸借契約を締結した。

年額
58,153円

H31.4.1
改定

宅地 273.22㎡

　　　　会      議      事      項

開催年月日

R1.6.21

第1回理事会

　　　　会      議      事      項

開催年月日

   (2)  評 議 員 会

会議の結果

会議の結果

・令和元年度　事業計画及び予算案について

５　役員会に関する事項

・　　〃　　　収支決算報告・監査報告について 〃

承認される

　(1)　理 事 会

・平成30年度　事業報告について

R1.6.21

所  在  地 賃貸借期間

・　　〃　　　収支決算報告・監査報告について

無  償

・公益目的支出計画実施報告について(報告) 〃

承認される

松本市旭２丁目
714番

宅地 161.48㎡

天白町以
下３町会
公民館敷
地

H5.4.1から
H6.3.31まで
以後自動更新

H5.4.1
から

所  在  地

　(1)　平成元年４月１日　長野県と土地賃貸借契約締結

　(2)　平成５年４月１日　天白町以下３町会と貸借契約締結

松本市開智３丁
目４０８番１

・事業実施状況の報告 書面報告

・理事・監事の選任について

   (3)  監　　　査

深志高校
校長住宅

敷地

元.4.1から
H2.3.31まで
以後自動更新

・理事、監事の選任について(報告) 〃

R2.1.15

〃

〃・公益目的支出計画実施報告について

第2回理事会 ・代表理事の選任について 承認される



※特別講演は、講師に下記早野龍五氏を予定しておりましたが、
 新型コロナ拡散防止のため中止となりました。

特別講演
講 師：
演 題：「未定」

早野 龍五 プロフィール
1976年  3月 東京大学医学部医学科卒業

現職　　　合同会社 早野龍五事務所代表社員
東京大学名誉教授
スズキ・メソード（才能教育研究会）会⻑

　　　　　 株式会社ほぼ日サイエンスフェロー
　　　　　 放射線影響研究所評議員
　　　　　 重⽥教育財団業務執行理事
　　　　　 国際物理オリンピック2022協会理事
　　　　　 仁科記念財団運営諮問委員会委員⻑
　　　　　 ネットワンシステムズ株式会社（7518.T）社外取締役

受賞
1998年 2月 第14回井上学術賞
      （準安定シグマハイパー核と⻑寿命反陽子ヘリウム原子)
2008年12月 2008年度仁科記念賞
      （反陽子ヘリウム原子の研究）
2009年 5月 第62回中日文化賞
      （反陽子ヘリウム原子の発見と研究）

著書
知ろうとすること。 (新潮文庫 2014）早野 龍五, 糸井 重里

語りあうためのICRP 111―ふるさとの暮らしと放射線防護（日本アイソトープ協会 2015）ICRP 111解説書編集委員会

福島はあなた⾃⾝ 災害と復興を見つめて（福島⺠報社 2018） 一ノ瀬正樹，早野龍五，中川恵一 編 

計算物理 (共⽴出版 1992 - 絶版）早野 龍五, 高橋 忠幸 

聞き上手 話し上手 38の可士和談議（集英社 2013）佐藤可士和（早野龍五はTalk.12）

量子力学概論（丸善出版 2016）W. グライナー (著), 伊藤 伸泰, 早野 龍五 (監訳)

わかりやすい放射線物理学 改訂3版（オーム社 2018）多⽥ 順一郎, 中島 宏, 早野 龍五, 小林 仁, 浅野 芳裕

 東京大学名誉教授 早野 龍五氏（深志22回） 
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