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総　会　次　第

1開会のことば

2　物故会見への黙祷

3　八女中・八女高等学校校歌斉唱　　　　　　l

4会長あいさつ

5校長あいさつ

6　来賓祝辞

7　議長選出

8　議事（報告事項）

（1）平成28年度事業報告

（2）平成28年度決算並びに監査報告

（3）支部承認

（4）平成29年度事業計画

（5）平成29年度予算

（6）平成29年度役鼻異動

9　閉会のことば
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八女中・八女高同窓会
〒833－0041筑後市大字和泉251TEL O942－53－4184

FAX　0942－52－0341



（孟義美1）

平成28年度　事　業　報　告

年　月　日 �会　　務　　内　　容　　等 

平成28年4月15日（金） �大牟田支部総会 

平成28年4月22日（金） �会長・副会長等会議 

平成28年5月9日　（月） �会長・副会長等会議、監査、理事「評議員合同会導 
（決算、予算、役鼻、総会について） 

平成28年5月27日　（金） �支部長会 

平成28年5月29日　（日） �同窓会稔会 

平成28年6月11日　（土） �関東支部総会 

平成28年9月16日　（金） �福岡支部総会 

平成28年10月3日（月） �会長・副会長等会議 

平成28年10月24日（月） �八女中・八女高同窓会奨学金通知書授与式 

平鹿28年10月29日（土） �筑後支部総会 

平成28年11月5日　（土） �大木支部総会 

平成28年11月5日　（土） �久留米支部総会 

平成28年11月5日　（土） �関西支部総会 

平成28年11月13日（日） �八女支部総会 

平成28年11月21日（月） �会長・副会長等会議 

平成29年1月16日　（月） �会長・副会長等会議 

平成29年1月23日（月） �会長・副会長等会議 

平成29年2月11日　（土） �広川支部総会 

平成29年2月28日　（火） �同窓会高69回生入会式 

平成29年3月5日　（日） �立花支部総会 
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（議案　2）

平成28年度　同窓会費収支決算書
収　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

科　　　　　目 ��予算額（A） �決算最（B） �予算額と決手鏡と の比較（B）－（A） �摘　　　　　　　要 

Ⅰ．繰　越　金 ��■566■，176 �566，176 �0 �27年度からの繰り越し 

Ⅱ．資産等収益金 ��1．402，624 �2，726，348 �1，323，724 � 

1．基本財産収益金 �2，200 �1．737 �△463 �定期預金利息 

2．その他の収益金 �1，400，424 �2，724，611 �1．324，187 �預金利息、新聞印刷負担金1（吼000、新聞広告 協賛募金1．354，822、記念品会計収益1，239，000、 名簿代等 

Ⅲ．会　　　　費 ��2，666，200 �2，567．400 �△98．800 � 

1．在一校生会費 �2，563，200 �2，477．400 �△85J800 �＠300円×8，258人 

2．卒業生会費 �100，000 �90，000 �△10，000 �終身会費＠5．000×14人 終身会費＠2，000×10人 

3．特　別　会　費 �3，000 �0 �△3，000 �会友入会金 

計 ��4，635，000 �5，859，924 �1，224，924 � 

支　　出 �� � � � 

科　　　　目‘1 ��予算額（A） �決算額（B） �予算額と決算額と の比較（A）－（B） �摘　　　　　　　　要 

Ⅰ．基本財産積立金 ��1，400，000 �1，246，622 �153，378 � 

‘Ⅱ．事　　業　　費 ��2，710，000 �2，207，787 �502，213 � 

1．会　　議　　費 �570，000 �523，387 �46，613 �総会経費300β糾、総会資料印刷52，488、同 窓会新聞印刷149．040等 

2．慶　　弔　　費 �30，000 �30，400 �△400 �香典、弔電 

3．表　　彰　　費 �10，000 �8，415 �1．585 �記念品等 

4．転退記念品料 �200，000 �100．000 �100，000 �職員転退職記念品料 

5．支部連絡費 �900．000 �545．585 �354，415 �支部総会旅費等 

6．繰　　出　　金 �1，000，000 �1，000，000 �0 �母校充実補助 

Ⅲ．事　　務　・費 ��513，000 �2，023，993 �△1，510，993 �事務嘱託費120，000、ホームへ〇一ゾ経費 64．800、記念品作成代1．447，200、需用費等 

Ⅳ．予　　備　　費 ��12．000 �0 �12，000 � 

計 ��4，635，000 �5，478．402 �△843．402 � 

収入決算額　　　　　　　支出決算額　　　　　　　　　　差引残額
5，859，924　円　－　　　5，478，402　円　＝　　　　　381，522円（平成29年度へ繰越）

平成28年度　同窓会基金財産積立金収支決算書
収　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

科　　　　　目 �予算額（A） �決算額（B） �予算額と決算額と の比較（B）－（A） �摘　　　　　　要 

繰　　越　　金 �12，496，225 �12，496，225 �0 � 

繰　　入　　金 �1．400，000 �1，246，622 �△153，378 � 

計 �13．896，225 �13，742，847 �△153，378 �－ 

支　■　■出 � � � � 

科　　　　　目 �予算額（A） �決算額（B） �予算額と決算額と の比較（A）－（B） �摘　　　　　　　　要 

繰　　出　　金 �1，200，000 �860．000 �340，000 � 

計 �1，200，000 �860．000 �340，000 � 

収入決算額　　　　　　　　支出決算額

13，742，847　円　　－　　　　860，000　円　　＝

上記決算を監査した結果、適正と認めます。

平成29年5月9日　　　　　　　監事　　中　尾

差引残籠
12月82，847円（平成29年度へ繰越）

監事　牛島一喝

監　事　　山　ロ
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（議案　3）支部承認

八女東部支部

平成29年4月23日（日）黒木町にて発会式開催

ア　活動地域　旧八女郡　　黒木町、上陽町、星野村、矢部村

イ　会員数　11名（発会式出席者）

り　支部長　　稗田　昭一郎（高14）（予定）
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（議案　4）

平成29年度　事　業計画羞皇ヒ

年　月　日 �会　　務　　内　　容　　等 

平成29年4月21日（金） �大牟田支部総会 

平成29年4月24日　（月） �会長・副会長等会議 

平成29年5月9日　く火） �会長・副会長等会議、監査、理事・評議員合同会議 （決算、予算、役員、総会について） 

平成29年5月26日（金） �支部長会 

平成29年5月28日　（日） �同窓会総会 

平成29年6月17日　（土） �関東支部総会 

奉申師亨岬哺（土） �八女東部支部総会 

T鬼鼓慶八月1裏目（金） �福岡支部総会 

平成29年10月28日（土） �筑後支部総会 

平成29年11月4日　（土） �大木支部総会 

平成29年11月4日　（土） �久留米支部総会 

平成29年11痛　く土） �関西支部総会 

平成29年11月12日（日） �八女支部総会 

平成30年2月11日　（日） �広川支部総会 

平成30年2月28日　（水） �同窓会高70回生入会式 

未定　　　　　　（） �みやま支部総会 

平成30年3月4日　（日） �立花支部総会 
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（議案　5）

平成29年度　同窓会費収支予算書虫垂と

1人　＿　ノヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l・ 

科　　目 t⊃ ��本年度予算額 �前年度予算額 �比較増減 �摘　　　　　　＿要 
Ⅰ．繰　越　金 ��381，522 �566，176 �△184，654 �28年度からの繰り越し 

Ⅱ．資産等収益金 ��1，402，678 �1，402，624 �54 � 

1．基本財産収益金 �2，200 �2，200 �0 �基本財産積立金利息 

2．その他の収益金 �1，400，478 �．1，400，424 �54 �預金利息、新聞印刷負担金、新聞折 込チラシ広告協賛募金等 

▼Ⅲ．会　　　費 ��3，227，800 �2言666，200 �561，600 � 

1．在校生会費 �3，124，800 �2二563，200 �561，600 �＠500円×240人×12月（1年生） ＠300円×468人×12月（2、3年生）‾ 

2．卒業生会費 �100，000 �100，000 �0 �終身会費5．000円－×20人 

3．特　別　会　費 �3，000 �3，000 �0 �会友入会金3000円×1人 

計■ ��5，012，000 �4，635，000 �377，000 � 

科　　　目 ��本年度予算額 �前年度予算額 �比較増減 �摘　　　　　　要 

Ⅰ．基本財産積立金 ��1，400，000 �1，400，000 �0 �基本財産積立金へ 

Ⅱ．事　　業　　費 ��2，740，000 �2，710，000 �30，000 � 

1．会　　議　　費 �570，000 �570，000 �0 �総会経費、総会資料印刷 同窓会新聞印刷等 

2．慶　　弔　　費 �50，000 �30．000 �20，000 �電報代等 

3．表　　彰　　費 �20，000 �10，000 �10，000 �記念品等 

4．転退記念品料 �200，000 �200，000 �0 �職員転退職記念点料 

5．支部連絡糞 �900，000 �900，000 �0 �支部総会旅費、支部活動費等 

堅繰　出　金 �1，000，000 �1，000，000 �0 �母校充実補助 
Ⅲ．事　　務　　費 ��513，000 �－513，000 �0 �事務嘱託費、ホームページ経費、需用費等 

Ⅳ．予　備　費 　　計 ��359，000 �12，000 �347，000 

5，012，000 �4，635，000 �377，000 � 

収　入　平成29年度同窓会基本財産積立金収支予算書（案）（単位：円） 
目 �又予 �即　度予 �比・ �摘　　　　　　二要 

繰　越　金 一繰　入　金 　計 �12，882，847 �12，496，225 �386，622 

1，400，000 �1，400，000 �0 � 

14，282，847 �13，896．225 �386，622 � 

科　　　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比較増減 �摘　　　　　　要 

繰　　出　　金 �1，320，000 �1，200，000 �120，000 �奨学金会計繰入（10，000円×12月×6人） 海外研修補助（50000円k12人） 

積　立　拠　出　金 �10，000，000 �0 �10000000 �110周年記念事業実行委員会へ拠出 

計 �11，320カ00 �1，200，000 �rI 10，‾120，000 
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（議案6）　　　　　　　　　　　平成29年度　同窓会役員名簿鰭F
平成29年5月20日現在

役　職 �支部長会 �校友会 �氏　　名 �卒義回牡 �郵便番号l　　　　　　　　　　l電　話 �斬f 新1 新 斬 新 新 
1 �会　長 � �理事長 �下　川　　泰 �高　2 �l 

2 �名誉会長 � �常務理事 �別　府　尚　樹 � 

3 �副会長 � �評議員 �渡　辺　セツ子 �高　6 

4 �副会長 � �評議員 �大　塚　高　典 �高19 

5 �副会長 � � �相　良　いく子 �高20 

6 �副会長 � � �蔵　内　勇　夫‾ �高24 

7 �副幹事長 � � �城　戸　英　敏 �高20 

8 �副幹事長 � � �中　野　隆修 �高33 
9 �副幹事長 � � �石　橋　啓　子 �高34 

10 �理　事 � � �福　島　責典 �中33④ 

11 �理　事 � �理　事 �馬　場　淳　次 �高　2 

12 �理　事 � �理　事 �武　基　孝　公 �高2 

13 �理　事 � � �江里口　　充 �高　3 

14 �理　事 � �評議員 �塚本　圭一郎 �高　4 

15 �理　事 � � �中■島　貞行 �高　6 

16 �理　事 � � �安　永　弘　志 �高　6 

17 �理　事 � � �井　村　　剛 �高　7 

18 �理　事 � � �中　村　紀穂 �高　9 

＿19 �理　事 � � �中　村　省吾 �高10 

20 �理　事 � � �野　田　喜代実 �高11 
・21 �理　事 �大牟田支部長 � �下　川　斌　弘 �高11 

22 �理　事 � � �久木原　和　子 �高12 

23 �理　事 �久留米支部長 � �近　藤　信　夫 �高12 

24 �理　事 �関東支部長 � �福　本　　博 �高12 

25 �理　事 � � �今　里　　亨 �高13 

26 �理　事 � � �渡　辺　雅章 �高14 

27 �一理　事 �八女暮鬱支♯t � �稗　田　昭一郎 �高14 

28 �理　事 � � �真　鍋　武　典 �高15 

29 �理　事 �大木支部長 � �眞　邁　泰　則 �高16 

30 �理　事 �広川支部長 � �井　上　利　明 �高17 

31 �理　事 �関西支部長 � �高　橋　政　一 �高18 

32 �理　事 � � �大　鼓　健　介 �高18 

33 �理　事 �筑後支部長 � �久　保　　大 �高19 

34 �理事兼参与 � � �古　賀　万　義 �高19 

35 �理　事 �立花支部長 � �朽　網　英　文 �高21 

36 �理　事 � � �橋　爪　正　幸 �高21 

37 �理　事 �八女支部長 � �北　島　正　道 �高21 

38 �理　事 � � �池　田　光　政 �高22 

39 �理　事 � � �下　川　聖　人 �高23 

40 �理　事 � � �野　田　成’幸 �高2r5 

41 �理　事 �みやま支部長 � �大田黒　誠　之 �高25 

42 �理　事 �福岡支部長 � �加　藤　　久 �高25 

43 �理　事 � � �森　安　　修 �高26 

44 �理　事 � � �岩楕　徳　久 �高28 

45 �理　事 � � �中　村　和　弘 �高29 

46 �理　事 � � �福　島r　良　一 �高30 

47 �理　事 � � �樋　口　和　博 �高30 

48 �理　事 � � �池　田　正　敏 �高畠2 

49 �理　事 � � �杉　本　正　信 �高39 

50 �監　事 � �監　事 �中　尾　嘉子 �高16 

51 �監　事 � � �牛　島　一　徳 �高17 

52 �監　事 � � �山　口　朋　秀 �高26 

53 �書　記 � � �高　着　留　美 �高40 

54 �会　計 � �理　事 �高　田　朋　彦 � 

55 � � �理　事 �原　口　聖　司 �高36 

56 � � �監　事 �山　口　秋　夫 �高39 
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