
令和 ２年度 掛川中学・掛川西高等学校同窓会 議決事項 

      第１号議案  令和元年度会務報告 

第２号議案  令和元年度決算報告 

        第３号議案  令和２年度会務計画 

        第４号議案  令和２年度予算 

第１号議案                                                                                                           

令和元年度 会務報告  

月日(曜日) 項目 会 務 実 施 内 容 場  所 

２月15日（金） 準備委員 同窓会総会準備委員会打合せ会 百周年記念館２F 

３月15日（金） 準備委員 第１回総会準備委員会(高２９・３９・４９回卒) 百周年記念館２F 

４月19日（金） 準備委員 
第２回総会準備委員会 百周年記念館２F 

第１回会報冀北編集委員会 百周年記念館３F 

４月21日（日）  支部総会 掛川支部総会 掛川グランドホテル 

４月24日（水） 監 事 会計監査 掛川西高校小会議室 

５月16日（木） 監 事 会計監査 掛川西高校小会議室 

５月16日（木） 本部役員 第１回本部役員会 (会務・予算報告、会務・予算審議) 掛川西高校小会議室 

５月17日（金) 準備委員 
第３回総会準備委員会 百周年記念館２Ｆ 

第２回会報冀北編集委員会 百周年記念館３F 

５月25日（土） 支部総会 静岡冀北会総会 グランドホテル中島屋 

６月16日（日） 
準備委員 第４回総会準備委員会(封筒詰め作業等) 百周年記念館２Ｆ 

評議員会 評議員会(本部役員･評議員・支部長) 掛川西高校大会議室 

６月22日（土） 支部総会 遠州冀北会総会 さのや会館 

６月29日（土） 支部総会 菊川支部総会                 菊川文化会館「アエル」 

７月６日（土）  支部総会 関西支部(逆川会)総会 京阪・京橋ホテル 

７月19日（金） 準備委員 第５回総会準備委員会 百周年記念館２Ｆ 

８月２日（金） 準備委員 第６回総会準備委員会（売上直前確認等） 百周年記念館２Ｆ 

８月16日（金） 準備委員 第７回総会準備委員会（最終打ち合わせ） 掛川グランドホテル 

８月17日（土） 総 会 同窓会総会 ※同窓会報「冀北」配布 掛川グランドホテル 

９月６日（金） 準備委員 同窓会総会反省会 掛川グランドホテル 

10月17日（木） 本部役員 第２回本部役員会（総会報告等） 掛川西高校小会議室 

10月19日（土) 支部総会 東海冀北会総会 名鉄グランドホテル 

10月29日(火） 支部総会 県庁掛西会総会               静岡グランドホテル中島屋 

10月30日(水) 講演会 冀北講演会 掛川西高校体育館 

11月９日（土) 支部総会 浜松冀北会総会 グランドホテル浜松 

11月16日（土) 支部総会 東京冀北会総会               レストランＡＬＡＳＫＡ 

１月16日（木） 本部役員 第３回本部役員会(会務中間報告、卒業式関係) 掛川西高校小会議室 

２月21日（金） 準備委員 令和２年度総会準備委員会打ち合わせ会 百周年記念館２Ｆ 

２月28日（金） 本部役員 同窓会入会式 掛川西高校体育館 

３月２日（月） 本部役員 卒業式 掛川西高校体育館 

３月７日（土） 支部総会 志太榛原冀北会総会 (中止) 金谷会館 

３月 18 日（水） 準備委員 2020年度第１回総会準備委員会 (高30・40・50回) 百周年記念館２Ｆ 

 



第2号議案

（※令和２年度予算への繰り越し）

1　収入の部 （単位　　　円）

比較 摘要

0 H30年度卒業生317人×10,000円

0

0

　　　　　　　 △945 預金利息、名簿売上金

　　　　　　　　△945

2　支出の部 （単位　　　円）

差引残額 摘要

261,030

教育振興費 216,612 部活動奨励費、冀北講演会謝礼、特別功労賞副賞

記念館管理費 44,418 記念館管理人代

299,260

会議費 43,418 各委員会会合費

同窓会誌 19,277 同窓会誌｢冀北」印刷代

通信・印刷 18,451 郵送代、総会プログラム

旅費・祝儀 90,740 出張旅費、祝儀

入会祝品 18,483 新入会員祝品

慶弔費 100,000 転退任職員餞別

役務費 8,891 祝儀袋代、事務用品、サラト退会手数料

0

50,000

610,290

上記のとおり、令和元年度静岡県立掛川西高等学校同窓会決算を報告します。

静岡県立掛川西高等学校同窓会会長

平成30年度末の積立金合計 5,303,490 円

同預金利息 197 円

積立金 50,000 円

貸付金返済 3,500,000 円 ＊R1 350万円返済   R2　３５０万円返済予定

令和元年度末積立金合計 8,853,687 円

上記の通り報告します。

静岡県立掛川西高等学校同窓会会長    石川嘉延

静岡県立掛川西高等学校同窓会

　　　　会計監事 兼井　勝

　　　　　　同 圡井　弘子

5,021

3,339,055

　　　　（1）令和元年度　　静岡県立掛川西高等学校同窓会　収支決算書

収入決算額

支出決算額

収支差額

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

3,339,055

2,729,710

609,345

当初予算額 決算額

会費

繰越金

積立金繰入

科目

3,170,000

164,034

0

積立金

令和元年度決算額

700,000

850,000

1,690,000

50,000

400,000

290,000

590,000

240,000

100,000

20,000

3,340,000

内
訳

会務費

内
訳

事業費

科目 当初予算額

1,550,000

雑収入

3,170,000

164,034

0

5,966

収入合計

11,109

50,000

0予備費

支出合計 2,729,710

380,723

271,549

499,260

221,517

0

1,288,970

483,388

805,582

1,390,740

6,582

令和2年5月9日

令和２年４月24日

令和2年5月9日

50,000

50,000

3,340,000

　　　　(2)　令和元年度　静岡県立掛川西高等学校同窓会　　積立金決算



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）令和元年度 静岡県立掛川西高等学校同窓会総会 収支決算書 
 収入決算額 2,925,829  

 支出決算額 2,663,857  

 収 支 差 額 261,972  

 （平成 31年４月１日から令和２年３月 31日まで） 

１ 収入の部    

科  目 決算額 摘          要 

パーティー券 2,024,810 339枚×6,000円-9,190円（手数料）  

パーティー券 642,000 当日現金 107人×6,000円   

反省会参加費 129,000 43人×3,000円   

祝  儀 130,000 10,000円×９支部、会長、校長、顧問２ 

雑 収 入 19 利息 19円 

収入合計 2,925,829   

２ 支出の部    

科  目 決算額 摘          要 

講師謝礼 50,000 渡辺安氏（高 39）への謝礼 

ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ謝礼 100,000 長谷川晴彦氏（高 39） 

ホテル利用料 2,501,648 ８月 17日（総会当日）、９月６日（反省会） 

振込手数料（静銀） 540 ホテル利用料振込手数料 

事務費 11,669 
ﾘﾎﾞﾝ購入 7,295円、陣羽織ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 3,480円、ｸﾘｯﾌﾟ 894

円 

支出合計 2,663,857   

３ 差引残額と教材等補助について  

科目 決算額 摘          要 

差引残額 261,972   

      

      

最終残額 261,972 積立金として同窓会総会会計へ繰り入れ 

（４）令和元年度 静岡県立掛川西高等学校同窓会総会 繰越金決算 

平成 30年度繰越金 4,482,421  

令和元年度繰越金 261,972  

次期繰越金 4,744,393  

上記の通り報告します。   

令和２年 ５月 ９日   

 静岡県立掛川西高等学校同窓会会長  石 川  嘉 延 

監査の結果、上記について適正に処理されていたことを認めます。 

令和２年 ４月 24日 静岡県立掛川西高等学校同窓会 
           会計監事  兼 井  勝 
            同     圡 井 弘 子 



第３号議案                  

令和２年度 事業計画 

月日(曜日) 項目 会 務 実 施 内 容 場  所 

２月21日（金） 準備委員 同窓会総会準備委員会打合せ会 百周年記念館２F 

３月19日（木） 準備委員 第１回総会準備委員会(高30・40・50回卒) 百周年記念館２F 

４月17日（金） 準備委員 
第２回総会準備委員会 百周年記念館２F 

第１回会報冀北編集委員会 百周年記念館３F 

４月19日（日）  支部総会 掛川支部総会(中止) 掛川グランドホテル 

４月24日（金） 監 事 会計監査 掛川西高校小会議室 

５月９日（土) 本部役員 第１回本部役員会  （会務・予算報告、会務・予算審議）  掛川西高校大会議室 

５月15日（金) 準備委員 
第３回総会準備委員会(中止) 百周年記念館２Ｆ 

第２回会報冀北編集委員会 (中止) 百周年記念館３F 

５月16日（土） 支部総会 静岡冀北会総会（中止） グランドホテル中島屋 

月 日（ ） 支部総会 御前崎冀北総会(中止)  

５月30日（土） 支部総会 菊川支部総会 (中止) 菊川文化会館「アエル」 

６月20日（土） 支部総会 遠州冀北会総会 (中止) ラヴェリテさのや 

６月21日（日） 
準備委員 第４回総会準備委員会(封筒詰め作業等)(中止) 百周年記念館２Ｆ 

評議員会 評議員会(本部役員･評議員・支部長)(書面決裁) 掛川西高校大会議室 

７月４日（土）  支部総会 関西支部(逆川会)総会  (中止) 京阪・京橋ホテル 

７月17日（金） 準備委員 第５回総会準備委員会(中止) 百周年記念館２Ｆ 

８月７日（金） 準備委員 第６回総会準備委員会（売上直前確認等）(中止) 百周年記念館２Ｆ 

８月14日（金） 準備委員 第７回総会準備委員会（最終打ち合わせ）(中止) 掛川グランドホテル 

８月15日（土） 総 会 同窓会総会 (中止) 掛川グランドホテル 

９月４日（金） 準備委員 同窓会総会反省会 (中止) 掛川グランドホテル 

10月３日（土) 支部総会 東海冀北会総会 (中止) 名鉄グランドホテル 

10月15日（木） 本部役員 第２回本部役員会（総会報告等） 掛川西高校小会議室 

10月30日（水） 式典 
掛川西高校創立120周年記念式典 

(令和２年度は冀北講演会はありません)         

掛川西高校体育館 

 

 月 日（ ） 支部総会 県庁掛西会総会 静岡グランドホテル中島屋 

11月14日（土) 支部総会 浜松冀北会総会 グランドホテル浜松 

11月21日（土) 支部総会 東京冀北会総会 レストランＡＬＡＳＫＡ 

１月21日（木） 本部役員 第３回本部役員会(会務中間報告、卒業式関係) 掛川西高校小会議室 

２月19日（金） 準備委員 令和３年度総会準備委員会打ち合わせ会 百周年記念館２Ｆ 

２月26日（金） 本部役員 同窓会入会式 掛川西高校体育館 

３月１日（月） 本部役員 卒業式 掛川西高校体育館 

３月６日（土） 支部総会 志太榛原冀北会総会 金谷会館 

３月19日（木） 準備委員 2021年度第1回総会準備委員会(高31・41・51回卒) 百周年記念館２Ｆ 

３月28日（土) 支部総会 東静岡冀北会総会 茶房 欅 

 



令和２年度　静岡県立掛川西高等学校　同窓会　予算案

　　収入予算額　　　　 ¥3,794,400
　　支出予算額 ¥3,794,400

収支差額 ¥0
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

1 収入の部 （単位　円）

令和２年度予算額 令和元年度予算額 比  較 摘　　　　　　　　　　要

3,180,000 3,170,000 10,000 令和元年度卒業生318人×10,000

609,345 164,034 445,311

0 0 0

5,055 5966 △ 911 預金利息、名簿売上金

3,794,400 3,340,000 454,400

2 支出の部 （単位　円）

令和２年度予算額 令和元年度予算額 比  較 摘　　　　　　　　　　要

1,650,000 1,550,000 100,000

内 　教育振興費 700,000 700,000 0 部活動奨励費、冀北講演会費、特別功労賞

訳 　記念館管理費 900,000 850,000 50,000 記念館人件費(時給848円)・修繕費等

1,944,400 1,690,000 254,400

　会議費 50,000 50,000 0 会議費等

内 　同窓会誌 500,000 400,000 100,000 会誌「冀北」印刷費

　通信・印刷 350,000 290,000 60,000 切手、葉書、インターネット契約料等

　旅費・祝儀 736,000 590,000 146,000 出張旅費、祝儀等

訳 　入会祝品 300,000 240,000 60,000 新入会員祝品

　慶弔費 100,000 100,000 0 慶弔費

　役務費 20,000 20,000 0 文具、事務雑費、謝礼等

100,000 50,000 50,000

100,000 50,000 50,000

3,794,400 3,340,000 454,400

各項目間の流用を認める。

上記のとおり提案します。

令和2年5月9日
　　　　　静岡県立掛川西高等学校同窓会長　　　石川　嘉延

　　　

令和２年度　静岡県立掛川西高等学校　同窓会　積立金　予算案

１　収入の部

令和２年度予算額 令和元年度予算額 比　　　較 摘　　　　要

8,853,687 5,303,490 3,550,197 350万円は学校後援会よりの返済
3,500,000 3,500,000 0 学校後援会よりの返済金（エアコン設置）

50,000 50,000 0

613 510 103 預金利息
12,404,300 8,854,000 3,550,300

２　支出の部

令和２年度予算額 令和元年度予算額 比　　　較 摘　　　　要

0 0 0

12,404,300 8,853,687 3,550,613

12,404,300 8,853,687 3,550,613合計

合　　　　　計

繰越金

貸付金

予備費

返済金

積立金

合         計

科　　　　　 目

事　　業　　費

会　　務　　費

積　　立　　金

予　　備　　費

科目

雑収入

合計

科目

雑　　収　　入

第４号議案

科　　　　　 目

会　　　　　 費

繰　　越　　金

積立金より繰り入れ




