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伊奈学園総合高等学校同窓会	 

定期総会	 

	 

日時：2013 年 9 月 8 日（日）13:00～	 

場所：伊奈学園総合高等学校	 外国語棟３F（第３学習室）	 

	 

式	 次	 第	 

	 

○開会挨拶	 

○議案審議	 

•	 議案第１号	 2012 年度事業報告	 

•	 議案第２号	 2012 年度決算報告	 

•	 議案第３号	 2012 年度監査報告	 

•	 議案第４号	 2013 年度事業計画（案）	 

•	 議案第５号	 伊奈学園創立 30 周年記念事業計画	 

•	 議案第６号	 2013 年度予算計画（案）	 

•	 議案第７号	 2014 年度事業計画（案）	 

•	 議案第８号	 2014 年度予算計画（案）	 

○人事案	 

•	 2013 年度四役人事（案）	 

•	 年次理事名簿（2013 年 7 月 7 日現在）	 

○新旧役員挨拶	 

○閉会挨拶	 
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議案第１号	 2012 年度事業報告	 

1 一般活動報告	 
2012 年６月 10 日（日）10:00～12:00	 第１回常任理事会	 

2012 年７月８日（日）10:00～12:00	 第１回理事会	 

2012 年９月９日（日）14:00～16:00	 定期総会	 

2013 年２月３日（日）10:00～12:00	 第２回常任理事会	 

2013 年３月 16 日（土）10:00～12:00	 第２回理事会	 

2 委員会活動報告	 
2.1 会報誌編集委員会	 

2012 年８月に inajin34 号を発行した。	 

2011 年度までは、発行回数は年２回（夏、春）、配付対象は卒業後 10 年目以内の正会員

および、卒業後 11 年目以上で継続送付会費を納めた正会員としていたが、2012 年度より

発行回数を年１回（夏）、配付対象を全正会員とした。	 

これは、2013 年度に伊奈学園が創立 30 周年を迎えるため、その告知を全正会員に行い

たいことから、告知の手段として会報誌を利用することが適切であると判断したため、配

付対象を全正会員に改めた。	 

発行回数については、従来より年２回の発行は制作ロードがかかり過ぎており、制作ス

タッフに負荷がかかっていること、全正会員に配付することで発行ごとの送料が増え、予

算内に収めるためには送料を削減する必要があることから、年１回とした。	 

これに伴い、卒業後 11 年目以上で継続送付会費を納めた正会員に対して、支払った継続

送付会費の全額返金を希望するか、もしくは同窓会にご寄付いただきたい旨を連絡した。	 

	 

2.2 会員名簿維持管理委員会	 

2012 年 3 月に卒業し、同窓会の正会員となった第 26 期生 799 名を会員名簿に追加した。	 

2013 年 3月末現在の正会員数および 2012 年度の会員名簿の更新状況は別紙１のとおり。	 

	 

2.3 ホームページ維持管理委員会	 

2012 年度のホームページ更新実績は、別紙２のとおり。	 

	 

2.4 ホームカミングパーティ実行委員会	 

2012 年９月 29 日（土）に第 13 期～第 15 期の卒業生を対象としたホームカミングパー

ティを東天紅 JACK 大宮店にて開催した。開催状況は別紙３のとおり。	 

	 

2.5 先輩と夢を語ろう実行委員会	 

2012 年 11 月 13 日（火）15 時から伊奈学園にて主に１年生を対象として、卒業生による

講演会を開催した。開催状況は別紙４のとおり。	 
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2.6 年次活動推進委員会	 

2012 年度の年次理事補助金制度の利用は、1 件（11 期生同窓会）だった。	 

	 

2.7 いなじん交流推進委員会	 

2012 年 5 月 26 日（土）および 2013 年 3 月 20 日（土）に第 2 回および第 3 回のいなじ

ん交流会を開催した。開催状況は別紙５のとおり。	 

	 

2.8 会則改正検討委員会	 

2012 年度は各検討委員がそれぞれ改正内容の洗い出しを行った。	 

	 

議案第２号	 2012 年度決算報告	 
別紙６参照	 

	 

議案第３号	 2012 年度監査報告	 
別紙７参照	 

	 

議案第４号	 2013 年度事業計画（案）	 

1 一般活動計画	 
2013 年６月 29 日（土）10:00～12:00	 第１回常任理事会	 	 

2013 年７月 7 日（日）10:00～12:00	 第１回理事会	 

2013 年９月８日（日）13:00～16:00	 定期総会	 

2014 年２月９日（日）10:00～12:00	 第２回常任理事会	 

2014 年３月９日（日）10:00～12:00	 第２回理事会	 

2 委員会活動計画	 
2.1 会報誌編集委員会	 

2012 年度より発行回数を年１回（夏）、配付対象を全正会員としたが、これは、伊奈学

園創立 30 周年の告知を全正会員に行いたいことから、告知の手段として会報誌を利用する

ことが適切であると判断したため、配付対象を全正会員に改めた。	 

発行回数については、従来より年２回の発行は制作ロードがかかり過ぎており、制作ス

タッフに負荷がかかっていること、全正会員に配付することで発行ごとの送料が増え、予

算内に収めるためには送料を削減する必要があることから、昨年同様年１回とし、以後１

回の発行で安定できるように整備する。	 

2013 年度の発行についても、昨年度に引き続き年１回発行（８月を予定）し、全正会員

に配付することとしたい。	 

2012年度は年１回発行と全員配布という変化の年で予算が読み切れず予算と実行におい

てかい離が生じた。制作スタッフの充実化に対しては、依然として解決が見えていないが、

名簿の整理による送付先の安定が図れていることと、卒業生による協力で製作費用及び印

刷費用が安定してきたので改めて予算を見直したい。	 
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2.2 会員名簿維持管理委員会	 

2013 年 3 月に卒業し、新たに同窓会の正会員に加わる 27 期生 796 名を会員名簿に追加

する。	 

正会員からの申し出により登録情報の変更を行うとともに、必要に応じてクラス会や部

活動等における会合の案内を取り次ぐ。	 

	 

2.3 ウェブサイト維持管理委員会	 

同窓会活動報告をウェブサイトに掲載する。その他、以下の取り組みを行う。	 

2.3.1 ウェブサイト構成の改善	 

より見やすく判りやすいサイトにすることを目的とし、以下の改善を行う。	 

ページが複雑化しているため、内容を整理する。	 

同窓会組織の紹介ページをまとめてコンパクトにし、かわりにイベント情報などのペー

ジが前面に出るようにして、情報閲覧しやすい構成に変更する。	 

	 

2.3.2 ウェブサイト掲載内容の改善	 

掲載内容の充実を目的とし、以下の改善を行う。	 

サイトの更新頻度が落ちているため、ウェブサイト更新権限者を広げる等の改善を行い、

複数人が更新できるようにすることで更新頻度を多くする。	 

委員会活動内容をウェブサイトに紹介し、掲載内容の幅を拡大する。	 

	 

2.4 ホームカミングパーティ実行委員会	 

複数年代にまたがる卒業生同士の交流を目的として、第 16 期～第 18 期の卒業生を対象

としたホームカミングパーティを 2013 年９月に開催する。	 

３期合同での実施は 2013 年度で終了し、今後は委員会内に「未来へのハガキ事業」を設

置して今後の活動計画を見直すこととする。	 

	 

2.5 先輩と夢を語ろう実行委員会	 

伊奈学園を卒業し、社会の中で活躍している方々に在校生とお話をしていただき後輩た

ちの進路に役立ててもらうことを目的として、PTA および後援会の協力のもとに講演会を

実施する。開催日は 2013 年 11 月 12 日（火）を予定。	 

なお、開催にあたっては、同窓会ウェブサイトに講師募集の掲載を行い、同窓会正会員

の中から広く講師を募集する。	 

	 

2.6 年次活動推進委員会	 

議決機関である理事会の充足と各年次間の交流の活性化を促す。	 

2011 年以降に卒業した理事に、理事会の告知がされていなかったことから、メーリング

リストへの理事の登録を確実に行うとともに、メーリングリストを活用して理事会への参

加を促すこととする。	 

年次理事補助金制度が活用されていないことから、廃止も視野に入れた見直しを検討す
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る。	 

	 

2.7 いなじん交流推進委員会	 

卒業生同士の交流を目的として、「いなじんたまり Bar」を開催する。	 

委員会のメンバーを増強し、演奏会などの企画を交えた新しいスタイルで参加者を増や

す努力をする。	 

開催日は 2013 年８月４日（日）および 2013 年 11 月を予定。	 

	 

2.8 会則改正検討委員会	 

2013 年４月 20 日（土）および５月 12 日（日）に会則改正検討委員会を開催し、改正案

を作成した。活動報告および改正案については別紙８参照	 

なお、会則改正検討委員会はこの会則および細則の改正（案）が本総会で承認を得た場

合、その職務を全うすることから解散する。	 

	 

議案第５号	 伊奈学園創立 30 周年記念事業計画	 
別紙９参照	 

	 

議案第６号	 2013 年度予算計画（案）	 
別紙 10 参照	 

	 

議案第７号	 2014 年度事業計画（案）	 

1 一般活動計画	 
2014 年６月	 第１回常任理事会	 	 

2014 年７月	 第１回理事会	 

2014 年９月	 定期総会	 

2015 年２月	 第２回常任理事会	 

2015 年３月	 第２回理事会	 

2 委員会活動計画	 
2.1 会報誌編集委員会	 

同窓会活動、OBOG の活躍およびイベントの告知など、情報発信を目的として会報誌を発

行する。	 

伊奈学園が創立 30周年を迎えることの告知のため、2012 年度より発行回数を年１回（夏）、

配付対象を全正会員としたが、2014 年度以降も引き続き年１回発行し、全正会員に配付す

ることとしたい。	 

配布対象については、卒業後 11 年目以降の正会員にも定期的に会報誌が届くことによっ

て、同窓会活動に興味を持ってもらいたいこと、また、住所変更等の現状を正会員から積

極的に連絡する注意喚起となること等から、全正会員とすることが望ましい。現に、卒業

後 10 年間に限定していた頃に比べて 2012 年度以降、名簿の更新依頼が増えていることか
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ら一定の効果が認められる。	 

発行回数については、同窓会という性格上、会報誌の制作に大幅な作業ロードをかけら

れないこと、また、前記に挙げた名簿の更新等の効果を考えると、Web に掲示するだけや

学園祭で配布するといった手段ではなく、正会員全員宛に送付することが望ましいが、そ

のための送料は極力抑えたいこと等から、年１回としたい。	 

なお、今後、ページ数を増やして広告スペースを増やし、寄付の単価を下げて広告収入

を増やす等、会報誌としてある程度採算が取れるように検討する。	 

	 

2.2 会員名簿維持管理委員会	 

2014 年 3 月に卒業し、新たに同窓会の正会員に加わる 28 期生約 800 名を会員名簿に追

加する。	 

正会員からの申し出により登録情報の変更を行うとともに、必要に応じてクラス会や部

活動等における会合の案内を取り次ぐ。	 

	 

2.3 ウェブサイト維持管理委員会	 

同窓会活動報告をウェブサイトに掲載する。	 

	 

2.4 ホームカミングパーティ実行委員会	 

「未来へのハガキ事業」による活動を計画する。	 

	 

2.5 先輩と夢を語ろう実行委員会	 

伊奈学園を卒業し、社会の中で活躍している方々に在校生とお話をしていただき後輩た

ちの進路に役立ててもらうことを目的として、PTA および後援会の協力のもとに講演会を

実施する。開催日は 2014 年 11 月を予定。	 

なお、開催にあたっては、同窓会ウェブサイトに講師募集の掲載を行い、同窓会正会員

の中から広く講師を募集する。	 

	 

2.6 年次活動推進委員会	 

議決機関である理事会の充足と各年次間の交流の活性化を促す。	 

年次理事補助金制度が活用されていないことから、廃止も視野に入れた見直しを検討す

る。	 

	 

2.7 いなじん交流推進委員会	 

卒業生同士の交流を目的として、「いなじんたまり Bar」を開催する。	 

委員会のメンバーを増強し、演奏会などの企画を交えた新しいスタイルで参加者を増や

す努力をする。	 

開催は年２回（８月および 11 月）を予定。	 

	 

議案第８号	 2014 年度予算計画（案）	 
別紙 11 参照	 



伊奈学園同窓会	 2013 年度四役人事（案）	 

	 

	 

会長	 

村松	 猛（4期） 
副会長	 兼	 いなじん交流推進委員長	 

畠山	 篤士（6期） 
副会長	 兼	 先輩と夢を語ろう実行委員長	 

石川	 剛（8期） 
会計	 

船崎	 多美子（２期） 
会員名簿維持管理委員長	 

浜野	 絢也（10期） 
ウェブサイト維持管理委員長	 

加藤	 歩（10期） 
会報誌編集委員長	 

早坂	 拓紀（13期） 
会則改正検討委員長	 

城口	 敦弘（4期） 
年次活動推進委員長	 

田中	 健一（４期） 
ホームカミングパーティ実行委員長	 

箱田	 卓也（７期） 
監事	 

後藤	 昌弘（1期） 
監事	 

長野	 啓江（1期） 
 



1期 倉田 健一 奥平 季之 青木 かおり

2期 大崎 哲司 渡辺 剛

3期 武井 洋人 久森 寛之 氏家　 健司 小室 雅成

4期

5期 岡部 忠亮 北野 真

6期 菊池 孝一

7期 乾 理 渡辺 敏光 大塚 一慶

8期 菅原 文仁

9期 岩崎 一彦 高橋 彰宏

10期 矢部 雅志 野川 太樹

11期 鹿野 智孔 新井 兼 佐藤 千恵美 越智 浩一　

12期

13期 伊藤 靖剛

14期

15期 前島 沙織 眞藤 泰生

16期 2013 HCP

17期 石川 佳央里 2013 HCP

18期 開 真紀 2013 HCP

19期 富田 香 鈴木 信博

20期

21期 奥山 宏美 野本 麻恵

22期

23期 山田 篤寛

24期 山田 暢史 濵田 祐輔 八幡 佑里 藤間 朱美 濱野 拓也

25期 菅原 美咲 佐野 槙哉 薄木 翔子

26期 小谷野 愛巳 北澤 拓夢 二村 亜里沙

27期 森 亮樹 郷田 光希 濱野 ひと美

2013 HCP＝2013年度ホームカミングパーティ対象年次
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