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5．　　閉会のことば

［第2部］

事

平成30年度活動報告

平成30年度決算報告・監査報告

平成30年度学校援助報告

役員改選（案）

令和元年度活動計画（案）

令和元年度予算（案）

千葉北高校支援会活動報告

その他

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
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平成30年度活動報告（平成30年4月1日～平成31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詞を推進する。

「活動報告」

平成30年　4月　9日（月）入学式出席　　　　　　（千葉北南校体育館）

4月14日（土）第1回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

定期総会準備、会計監査

5月27日（日）幹事会・第41回定期総会（千葉北高校「北友館」）

平成29年度活動・決算報告

平成30年度活動・予算案決議等

平成31年　2月16日（土）第2回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

入会式・卒業式・入学式準備

3月　7日（木）第42期生入会式　　　（千葉北高校体育館）

3月　8日（金）第42期生卒業式出席　（千葉北高校体育館）
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2018年度　千葉県立千葉北高等学校同窓会一般会計決算書　（2018．4．1－2019．3．31）

【収入の部】

科　　目 �予算額 �決算額 �差引 �備　考 

会　費　収　入 �1，597，500 �1，588，500 �▲9，000 �353名　＠4，500円 

繰　越　金 �3，196，751 �3，196，751 �0 � 

雑　収　入 �200 �3，023 �2，823 �銀行利息23円 寄付3，000円 

合　　計 �4，794，451 �4，788，274 �▲6，177 � 

科　　目 ��予算額 �決算額 �差引 �備　考 

事　務　運　営　費 ��75，000 �56，757 �18，243 � 

通信旅費 �30，000 �20，338 �9，662 � 

役員　会　費 �20，000 �1，144 �18，856 � 

年度別幹事会費 �5，000 �0 �5，000 � 

事務費 �20，000 �35，275 �▲15，275 �会長印・ゴム印24，300円増 

事　業　費 ��645，000 �552，018 �92，982 � 

会報発行費 �0 �0 �0 � 

総会運営費 �45，000 �45，528 �▲528 � 

卒業記念品費 �200，000 �181，690 �18，310 � 

OB会連絡協議会費 �0 �0 �0 � 

ウェブサイト運営費 �100，000 �97，200 �2，800 � 

会員情報管理費 �100，000 �75，600 �24，400 � 

学校援助費 �200，000 �152，000 �48，000 �吹奏楽演奏会寄付2，000円 全国出場祝150，000円 （女子ラフ幸一、生物、ワンダーフォーゲル） 

慶　弔　費 ��120，000 �95，000 �25，000 �転退職職員餞別 

同　期　会　費 ��160，000 �．85，708 �74，292 �10期同期会開催案内 

予　備　費 ��3，794，451 �0 �3，794，451 � 

i合　　計 ��4，794，451 �789，483 �4，004，968 � 

残金（収入一支出）は翌年度へ繰越。　3，998，791円（現金126、預金　3，998，665）

上記のとおり報告いたします。

2019年晶土日同窓会会長菜匪輩鷲

監査の結果、適正であることを認めます。

2019年∫月⊇日会計監査　中田　養え

2019年如I2日会計監査　か本音入
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（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　萩日　揮男　　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。

お取引先番号　542515

”害す　　纏i一一轟け

＝　●I一天

1弼覇繭薫中藤

（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

A190504050

残　高　担　明　書

31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 �＊3，852，100 � 

この証明書の鏑は訂正いたしません。　－†－
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振替口座残高証明書

口軽番号 00130－6－　280853

加入音名 �千葉県立千葉北高等学校同窓会 

平成31年　3月31日現在の口軽残高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊146，565円 

上記のとおり証明します。

平成31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。

－園漢星



第21期　千葉県立千葉北高等学校同窓会役員（

第21期（新役員） 

会　長 �萩田　輝男　　2期 

副会長 �阿部　秀樹　　3期 

副会長 �小松崎　文嘉　12期 

副会長 （会計兼任） �田中　みゆき　　3期 

副会長 �福本　猛　　　5期 

事務局長 �木原　由隋　13期 

事務局次長 （OB会担当） �佐用　貴　13期 

事務局員 �手島　武彦　　　7期 

事務局員 �長崎　信満　33期 

会計 （副会長兼任） �田中　みゆき　　3期 

会計監査 �中田　裕美　　　6期 

会計監査 �武藤　康子　　　7期 

相談役 �土屋　誠　　　1期 

※変更箇所

第20期（現役員） 

会　長 �萩田　輝男　　　2期 

副会長 �阿部　秀樹　　3期 

副会長 �小松崎　文嘉　12期 

副会長 （会計兼任） �田中　みゆき　　3期 

副会長 �福本　猛　　　5期 

事務局長 �木頭　由晴　13期 

事務局次長 （OB会担当） �佐川　貴　13期 

事務局員 �佐久間　大貴　31期 

会計 （副会長兼任） �田中　みゆき　　3期 

会計監査 �山本　芳久　　　5期 

会計監査 �中田　裕美　　　6期 

相談役 �土屋　誠　　　1期 
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令和元年度活動計画（平成31年4月1日一合和2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。

「活動計画」

平成31年　4月　9日（火）入学式出席　　　　　　（千葉北高校体育館）

4月27日（土）第1回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

定期総会準備

令和　元年　5月　2日（木）会計処理・会計監査　　（千葉市轟公民館）

5月12日（日）会計監査　　　　　　　（千葉市内）

5月26日（日）幹事会・第42回定期総会（千葉北高校「北友館」）

平成30年度活動・決算報告

平成31年度活動・予算案決議等

7月13日（土）第2回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

9月14日（土）第3回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

11月　9日（土）第4回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

令和　2年　2月　8日（土）第5回役員会　　　　　（千葉市轟公民館）

入会式・卒業式・入学式準備

3月　5日（木）第43期生入会式　　　（千葉北高校体育館）

3月　6日（金）第43期生卒業式出席　（千葉北高校体育館）
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2019年度　千葉県立千葉北高等学校同窓会一般会計予算書

【収入の部】

（2019．4．1－2020．3．31）

科　　目 �予算額 �静年度予算 �比較増減 �備　考 

会　費　収　入 �1，575，000 �1，597，500 �▲22，500 �350名　＠4，500円 

繰　越　金 �3，998，791 �3，196，751 �802，040 � 

雑　収　入 �200 �200 �0 �預金利息 

合　　計 �5，573，991 �4，794，451 �779，540 � 

【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 ��75，000 �75，000 �0 � 

通信旅　費 �30，000 �30，000 �0 �郵送料・交通費他 

役員　会　費 �20，000 �20，000 �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 ��645，000 �645，000 �0 � 

会報発行費 �0 �0 �0 � 

総会運営費 �45，000 �45，000 �0 � 

卒業記念品費 �200，000 �200，000 �0 �卒業証書フォルダー 

OB会連絡協議会費 �0 �0 �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 �200，000 �0 �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 ��160，000 �160，000 �0 �同期会案内状発送費用　2回分 

予　備　費 ��4，573，991 �3，794，451 �779，540 �事業用積立2，000，000円含 

合　　計 ��5，573，991 �4，794，451 �779，540 � 

（参考）予備費除く支出再掲　1，000，000　1，000，000　　　　　　0
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