
 

 

 

 

千葉県立千葉北高等学校同窓会 

第４０回定期総会議事資料                            
 

 

 

日  時  平成２９年５月２８日（日曜日） １１：００～１３：００ 

 場  所  千葉県立千葉北高等学校「北友館」１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 葉 市 稲 毛 区 長 沼 町 １ ５ ３ 番 地                         

千 葉 県 立 千 葉 北 高 等 学 校 同 窓 会                         

 

公 式 ウ ェ ブ サ イ ト            

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｂａｋｉｔａ－ａ．ｎｅｔ 

 

 

 

 



  [第 １ 部 ]        

    総 会 次 第       

 

１． 開会のことば         

２． 同窓会長あいさつ   萩  田 輝  男 会長 

３． 校長あいさつ            荻 野 清 隆 校長 

４． 来 賓 紹 介         

５． 議 事                           資料頁 

（１）    平成２８年度活動報告          ２ 

（２）    平成２８年度決算報告・監査報告    ３～５ 

（３）    平成２８年度学校援助報告 

（４）    会則第 1条の変更について（案）      ６ 

（５）    平成２９年度活動計画（案）       ７ 

（６）    平成２９年度予算（案）         ８ 

（７）    千葉北高校支援会活動報告 

（８）     その他 

６． 閉会のことば 

 

 

 

  [第 ２ 部 ]        

懇 談 会       

 

１． 開会のことば 

２． 校長あいさつ 

３． 千葉北高校教職員のみなさん・役員・同窓会員自己紹介 

４． 懇談 

５． 閉会のことば 



平成２８年度活動報告（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

「基本方針」 

（１）同窓会活動の適正を期し、学校と同窓生の交流を推進する。 

（２）国際理解教育の推進に寄与する。 

（３）母校への側面的支援と外郭団体との協調を推進する。 

 

「平成２８年度重点目標」 

（１）母校創立４０周年の節目に幹事会の再構築を図り、総会の 

   あり方を工夫する。 

（２）OB 会連絡協議会の目的を確認し、円滑化を図る。 

 

「活動報告」 

平成２８年 ４月 ７日（木）入学式出席       （千葉北高校体育館） 

４月３０日（土）平成２７年度会計処理    （千葉市轟公民館） 

５月  ７日（土）第１回役員会      （千葉市轟公民館） 

              平成２７年度会計監査 

      ５月２８日（日）幹事会・第３９回定期総会（千葉北高校「北友館」） 

              平成２７年度活動・決算報告、役員改選 

平成２８年度活動・予算案決議等 

      ６月２５日（土）千葉北高校支援会総会出席（千葉北高校「北友館」） 

７月１６日（土）第２回役員会      （千葉市轟公民館） 

              ＯＢ会連絡協議会準備 

      ９月１０日（土）第１回生徒会役員同窓生交流会（東天紅千葉スカイウィンドウズ） 

      ９月１７日（土）第３回役員会      （千葉市轟公民館） 

              ＯＢ会連絡協議会会場選定、連絡の分掌等 

     １１月 ５日（土）第４回役員会      （千葉市轟公民館） 

              ＯＢ会連絡協議会打合せ 

     １１月２６日（土）ＯＢ会連絡協議会    （バーグラッパ） 

平成２９年 ２月１１日（土）第５回役員会      （千葉市轟公民館） 

入会式・卒業式・入学式の準備 

      ３月 ７日（火）第４０期生入会式    （千葉北高校体育館） 

      ３月 ８日（水）第４０期生卒業式出席  （千葉北高校体育館） 

 

 

 

 



平成28年度　千葉県立千葉北高等学校同窓会一般会計決算書　（2016．4．1－2017．3．31）

【収入の部】

科　　目 �予算額 �決算額 �差引 �備　考 

会　費　収　入 �1，629，000 �1，629，000 �0 �362名　＠4，500円 

繰　越　金 �3，846，050 �3，846，050 �0 � 

雑　収　入 �200 �12，605 �12，405 �銀行利息15円 OB会連絡協議会ご芳志10，000円 名簿販売2，590円 

合　　計 �5，475，250 �5，487，655 �12，405 � 

科　　目 ��予算額 �決算額 �差引 �備　考 

事　務　運　営　費 ��45，000 �53，817 �▲8，817 � 

通　信旅　費 �10，000 �32，742 �▲22，742 � 

役員　会　費 �10，000 �4，884 �5，116 � 

年度別幹事会費 �5，000 �0 �5，000 � 

事務　費 �20，000 �16，191 �3，809 � 

事　業　費 ��2，795，000 �2，297，898 �497，102 � 

会報発行費 �1，500，000 �1，479，932 �20，068 � 

総会運営費 �45，000 �38，056 �6，944 � 

卒業記念品費 �200，000 �180，570 �19，430 � 

OB会連絡協議会費 �150，000 �103，440 �46，560 � 

ウェブサイト運営費 �100，000 �320，300 �▲220，300 �同窓会ホームページ運営費用 

会員情報管理費 �100，000 �75，600 �24，400 �名簿データルテナンス費用 

学校援助費 �700，000 �100，000 �600，000 �女子ラグビー全国出場祝50，000円 ワガーフォゲル全国出場祝50，000円 

慶　弔　費 ��120，000 �128，514 �▲8，514 �転退職職員餞別12名他 

同　期　会　費 ��120，000 �99，479 �20，521 �1期同窓会 

予　備　費 ��2，395，250 �92，000 �2，303，250 �北斗会 

合　　計 ��5，475，250 �2，671，708 �2，803，542 � 

残金（収入一支出）は翌年度へ繰越。　2，815，947円（現金0、預金2，815，947）

上記のとおり報告いたします。

平成29年担狙同窓会会長幕歯畔葛

監査の結果、適正であることを認めます。

平成29年担如会計監査か本音久

平成29年妬湘会計監査　中田養羨



（発行）

株式会社京葉銀行
〒263－0005

千葉市稲毛区長沼町153

千葉県立千葉北高等学校同窓会

会長　萩田　澤男　　様

毎度　お引立ていただきありがとうございます。

貴名義のご預金及びご融資の残高を次の通り証明いたします。

＿＿＿＿＿薗＿南島＿＿＿＿証＿＿｛＿堪

お取引先番号　542515

毒‘健　〇一寄‾

“I一遍

1嗣蒔繭票中藤

（取扱店）

株式会社京葉銀行

宮野木　支店
〒263－0005

千葉市稲毛区長沼町267－3
043－250－0661

A170303867

重
＿　一一一室

29年03月31日　現在

1／1頁

種　　　類 �口　座　番　号 ��金　　額 　　　（円） �摘　　　　　　　　要 

普通預金 �5425151 ��＊2，690，667 � 

この証明書の金額は訂正いたしません。

Y772

秀樹
テキストボックス
*******

秀樹
テキストボックス
*******



‾‾‾‾虹‾三‾三－一‾虹＼二二二　　　『

振替　口座残高証明書

口座番号 00130－6－　280853

加入著名 �千葉県立千葉北高等学校同窓会 

平成29年　3月31日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊125，280円 

上記のとおり証明します。

平成29年　4月　1日
ゆ　う　ち　ょ　銀　行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

秀樹
テキストボックス
*****

秀樹
テキストボックス
*

秀樹
テキストボックス
******



会則第 1 条の変更について（案） 

 

現行 

第１条 本会は、千葉県立千葉北高等学校同窓会と称する。 

 

改正後 

第１条 本会は、千葉県立千葉北高等学校同窓会 「北斗会」と称する。 

 



平成２９年度活動計画（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）（案） 

「基本方針」 

（１）同窓会活動の適正を期し、学校と同窓生の交流を推進する。 

（２）国際理解教育の推進に寄与する。 

（３）母校への側面的支援と外郭団体との協調を推進する。 

 

「平成２９年度重点目標」 

（１）母校創立５０周年に向けて幹事会の再構築を図り、 

   総会のあり方を工夫する。 

（２）ＯＢ会連絡協議会の目的を確認し、円滑化を図る。 

（３）母校創立５０周年事業準備室を立ち上げる。 

 

「活動計画」 

平成２９年 ４月 ７日（金）入学式出席       （千葉北高校体育館） 

      ４月２２日（土）平成２８年度会計処理  （千葉市轟公民館） 

４月２２日（土）第１回役員会      （千葉市轟公民館） 

              平成２８年度会計監査 

      ５月２８日（日）幹事会・第４０回定期総会（千葉北高校「北友館」） 

              平成２８年度活動・決算報告、役員改選 

平成２９年度活動・予算案決議等 

７月１５日（土）第２回役員会      （千葉市轟公民館） 

              ＯＢ会連絡協議会準備 

      ９月１６日（土）第３回役員会      （千葉市轟公民館） 

              ＯＢ会連絡協議会会場選定、連絡の分掌等 

１０月２１日（土）北斗会                  （東天紅千葉スカイウィンドウズ） 

     １１月 ４日（土）第４回役員会      （千葉市轟公民館） 

              ＯＢ会連絡協議会打合せ 

平成３０年 ２月１０日（土）第５回役員会      （千葉市轟公民館） 

入会式・卒業式・入学式の準備 

      ３月 ７日（水）第４１期生入会式    （千葉北高校体育館） 

      ３月 ８日（木）第４２期生卒業式出席  （千葉北高校体育館） 

 

 

 

 

 

 



平成29年度　千葉県立千葉北高等学校同窓会一般会計予算書（案）（2017．4．1－2018．3．31）

【収入の部】

科　　目 �予算額 �前年度予算 �比較増減 �備　考 

会　費　収　入 �1，593，000 �1，629，000 �▲36，000 �354名　＠4，500円 

繰　越　金 �2，815，947 �3，846，050 �▲1，030，103 � 

雑　収　入 �200 �200 �0 �預金利息 

合　　計 �4，409，147 �5，475，250 �▲1，066，103 � 

【支出の部】

科　　目 ��予算額 �前年度予算 �比較増減 �備　考 

事　務　運　営　費 ��45，000 �45，000 �0 � 

通　信旅　費 �10，000 �10，000 �0 �役員会等通知文書郵送料・交通費他 

役員　会　費 �10，000 �10，000 �0 � 

年度別幹事会費 �5，000 �5，000 �0 � 

事　務　費 �20，000 �20，000 �0 �金融機関手数料他 

事　業　費 ��795，000 �2，795，000 �▲2，000，000 � 

会報発行費 �0 �1，500，000 �▲1，500，000 � 

総会運営費 �45，000 �45，000 �0 � 

卒業記念品費 �200，000 �200，000 �0 �＠約500 

OB会連絡協議会費 �150，000 �150，000 �0 � 

ウェブサイト運営費 �100，000 �100，000 �0 �ホームページ運営費 

会員情報管理費 �100，000 �100，000 �＿　0 �名簿データメンテナンス 

学校援助費 �200，000 �700，000 �▲500，000 �全国大会祝他 

慶　弔　費 ��120，000 �120，000 �0 �転退職職員餞別他 

同　期　会　費 ��120，000 �120，000 �0 �同期会案内状発送費用　2回分 

予　備　費 ��3，329，147 �2，395，250 �933，897 �文書廃棄費用100，000他 

合　　計 ��4，409，147 �5，475，250 �▲1，066，103 � 




