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伊奈学園同窓会 2015 年度 定期総会
2015 年 9 月 6 日(日) 13 時 00 分～１５時 00 分
伊奈学園総合高等学校 外国語棟 3 階(第 6 学習室)
四役(10 名)→村松(４期)、畠山(6 期)、石川（８期）、城口(4 期)、田中（4 期）、加藤(10 期)、浜
野(10 期)、早坂(13 期)、濱野(24 期※候補)、船崎（2 期）
理事(11 名)→駒井(3 期)、藤(4 期)、北野(5 期)、渡辺(7 期)、佐藤(11 期)、佐野(14 期※候
補)、開(18 期)、斉藤(26 期)、田中(26 期※候補)、野口(29 期)、藤原(29 期)
監事(2 名)→菊池(1 期※候補)、後藤(1 期)
顧問(1 名)→足立(学校長)
一般会員(13 名)→石川(2 期)、北野(2 期)、竹田(2 期)、稲垣(3 期)、深野(3 期)、永井(4 期)、
水野(6 期)、石原(8 期)、岡江(12 期)、長谷川(12 期)、桑原(13 期)、貫山(21 期)、岸(22
期)
作 成 日 ： 2016 年１月 4 日 （作成者：渡辺 敏光・７期）
議
題 ： 伊奈学園同窓会 2014 年度事業報告および 2015 年度事業計画 他
※議事録記載上、出席者の敬称は省略した。
進行役：畠山（6 期）、議長：石川(8 期)、書記：渡辺（７期）、開会時の出席者は 31 名。
顧問の足立校長より挨拶があり、公立学校に対する寄付の枠組みが変わり、教育基金として積み立てた額
から使いたい学校に届ける制度に今後変更されるため、同窓会からの寄付の枠組みについて留意してもら
いたいとのお話しがあった（足立校長は議案審議前に退席）。
議事
・議案第１号 2014 年度事業報告
１．一般活動報告 (4 期・村松)
２．委員会活動報告
２－１．同窓会会報誌 (13 期・早坂) *別紙参照
２－２．会員名簿維持管理委員会 (10 期・浜野) *別紙参照
２－３．ウェブサイト維持管理委員会 (10 期・加藤) *別紙参照
２－４．ホームカミングパーティ実行委員会 (代行：4 期・村松 ※19 期・小村方が欠席のため)
２－５．先輩と夢を語ろう実行委員会 (8 期・石川) *別紙参照
２－６．年次活動推進委員会(4 期・田中) *別紙参照
２－７．いなじん交流推進委員会 (6 期・畠山) *別紙参照
２－８．会則改正検討委員会 (4 期・城口)
○議案第１号は全員賛成により承認された。（※有効投票者数は議長を除く 30 名）
・議案第 2 号 2014 年度決算報告(案) (2 期・船崎) *別紙参照
○議案第 2 号は賛成 31 名(保留 1 名)により承認された。（※有効投票者数は議長を除く 32 名）
・議案第 3 号 2014 年度監査報告(案) (1 期・後藤) *別紙参照
○議案第 3 号は賛成 31 名(保留 1 名)により承認された。（※有効投票者数は議長を除く 32 名）
・議案第４号 2015 年度事業計画(案)
１．一般活動計画 （4 期・村松）
２－１．会報誌編集委員会 (13 期・早坂)
２－２．会員名簿維持管理委員会 (10 期・浜野)
２－３．ウェブサイト維持管理委員会 (10 期・加藤)
２－４．ホームカミングパーティ実行委員会 (代行：4 期・村松 ※19 期小村方が欠席のため)
２－５．先輩と夢を語ろう実行委員会 (24 期・濱野)
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２－６．年次活動推進委員会 (4 期・田中)
２－７．いなじん交流推進委員会 (6 期・畠山)
２－８．会則改正検討委員会 (4 期・城口)
２－９．同窓会 30 周年記念事業実行委員会 (4 期・村松)…以下の意見が出された。
・イベントの告知に、来年の学園祭のパンフレットに広告を出してもらってはどうか。
・同窓会の総会でもポスターを掲示するなど、宣伝をした方が良い。
○議案第 4 号は全員賛成により承認された。(※有効投票者数は議長を除く 33 名。以下、同様)
・議案第 5 号 2015 年度予算計画案 (2 期・船崎)
○議案第 5 号は全員賛成により承認された。

*別紙参照

・議案第 6 号 2016 年度事業計画(案)
１．一般活動計画 （4 期・村松）
２－１．会報誌編集委員会 (13 期・早坂)…以下の質疑を行った。
・会報誌の送付は、同一世帯は集約して送れば送料が減らせるのではないか。
・宛先の管理が煩雑になる。発送を一括して委託しているので現在の送料になっているが、個別に指定
すると１件当たりの送料が増えることになる。
２－２．会員名簿維持管理委員会 (10 期・浜野)
２－３．ウェブサイト維持管理委員会 (10 期・加藤)…以下の補足があった。
・将来的に広報委員会として会報誌編集委員会と一体の運営を行う事も検討している。
２－４．ホームカミングパーティ実行委員会(代行：4 期・村松、4 期・城口 ※19 期小村方が欠席のため) …
以下の補足があった。
・未来へのハガキ事業については、30 周年記念事業との同時開催も検討している。
２－５．先輩と夢を語ろう実行委員会 (24 期・濱野)
２－６．年次活動推進委員会 (4 期・田中)
２－７．いなじん交流推進委員会 (6 期・畠山)
２－８．会則改正検討委員会 (4 期・城口)
２－９．同窓会 30 周年記念事業実行委員会 (4 期・村松)…以下の補足があった。
・予算については寄付を募ったり、飲食店から出店料を徴収することも検討しているが、同窓会費からの
支出はこれ以上発生しない見込みである。
○議案第 6 号は全員賛成により承認された。
・議案第７号 2016 年度予算計画案 (2 期・船崎)
○ 議案第 7 号は全員賛成により承認された。

*別紙参照

・2015 年度役員人事案 (4 期・村松) *別紙参照
○2015 年度役員人事案は全員賛成により承認された。
・2016 年度役員人事案 (4 期・村松) *別紙参照
・会計について空欄となっているが、24 期・森下より会計に立候補する旨の所信表明が出されたことか
ら、会計候補を含めて審議を行った。
○2016 年度役員人事案は（会計を含め）全員賛成により承認された。
上記内容の議案の審議を終了し、議長の石川が閉会を宣し、本会は終了した。
以上
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