
平成 24年度 松山中学・松山東高同窓会関東支部総会次第

平成 24年 6月 30日 (土)11:00～ 15:00  アルカディア市ヶ谷 富士の間

<講演会の部 >(11:00～ 12:00)

講演 :  坂の上の雲ミュージアム

演題 :『 坂の上の雲』 と松山

<総会 の部 > (12:05～ 12:35)

1.開会の言葉

2.校歌斉唱 (松中 。東高)

3.物故者への黙祷 (30秒 )

4.関東支部支部長挨拶

5。 来賓紹介

来 賓

6.議事

1)第 1号議案

2)第 2号議案

3)第 3号議案

4)第 4号議案

7.閉会の言葉

松山東高校長

松山東高教諭

同窓会会長

同窓会副会長

東海支部支部長

近畿支部支部長

松山南高校同窓会関東支部事務局長

松山北高校同窓会関東支部事務局長

松山工業高校同窓会関東支部支部長

今治北高校北桜会関東支部会長代理

(敬称略 :年は卒業年次 )

司会 事務局長 河崎 定信 (S45年 )

館長 松原 正毅

副支部長 紺田 隆爾 (S26年 )

支部長 上野 光保 (S45年 )

宮岡 博 (S48年 )

高橋 健太郎 (H2年 )

村上 慣吾 (S36年 )

宇都宮 真由美 (S43年 )

鴨頭 治彦 (S40年 )

河合 秀行 (S42年 )

<懇親会の部> (12:50～ 15:00)

1.合唱 「Stand Alone」

2.来賓代表ご挨拶

3.ご挨拶と乾杯の音頭

4.歓談

5.永年功労者紹介

6.新人紹介

7.関東明教編集者紹介

8.HP担 当者紹介

9.事務局担当者紹介

10.卒業中学別席替え/歓談

11.賞 品抽選会

1 2. 全員合口昌 「Stand Alone」

13.中締め

平成 23年度事業報告・決算の件

平成 24年度事業計画・予算の件

関東支部会則変更の件

役員交代の件

司会

進行
「高校三年生」

西岡 真吾

菅 義夫

堀井 伝直

河津 裕子

副支部長 小椋 勇記夫 (S32年 )

丹下誠司 (S53年)/角 田和美 (S54年 )

樫の木の会 (コーラス部 OB会 )

松山東高等学校校長 官岡博 (S48年 )

同窓会会長 村上`瞑吾 (S36年 )

支部長 上野光保 (S45年 )

副支部長 緒方郁夫 (S52年 )

編集長 (新任)名本卓哉 (S59年 )

HP担当 澤田茂洋 (S43年 )

事務局 丹下誠司 (S53年 )

名本卓哉/有田正宏/大喜多妙子 (S59年 )

リー ド :コ ーラス部

副支部長 金子信 (S57年 )



愛媛県立松山中学校 校歌

林 古渓 作歌口作曲

二柱神 いとなましし 二名の島の

伊予のくに そびえて繁りぬ扶桑の大樹

清くけたかき 我等の心

吾がすめらぎみ詔り給ひし みことのまにまいかしたつ

根を張る枝はる 松山中学 治めつちから、我等のつとめ

日の光てる 天のみなか 此の世にしかす

厚き幸 智仁勇気のしるしぞたかき

たてよその旗 我等の行手

(昭和 6年 2月 11日 制定)

愛媛県立松山東高等学校 校歌

洲之内 徹(昭和 5年卒)作詞

近衛 秀麿      作曲

眉きよらかに頬はあつく いのち また燃えたり

かかる日のかかる朝なり 青雲の思ひ 流れやまず

流れやまず 茜明けゆく空のはたて

学舎の庭 春たけたり 千筋なす 青柳

風吹かば 掛けしたて琴 弦のひびき鳴りわたりぬ

鳴りわたりぬ いのち秘めにし 若き調

誇はたかく夢はふかくわれら ここに集ふ

ここにして 唇に歌あり ここにありて日は美はじ

日は 美はし 光もとめて 生くる月日

(昭和 28年 2月 17日 制定)



平成 24年度 松 山中学・東高同窓会 関東支部 総会議案書

第 1号議案 平成 23年度事業報告 0決算の件

《1》 平成 23年度 事業報告

1)平成23年度 総会・懇親会

平成 23年 7月 16日 (土) 12:00よ リアルカディア市ヶ谷で開催。参加者 281名 。

2)年会費納入状況 (コ ンビニ 6月 24日 、郵貯 6月 21日 時′点情報 )

平成 24年度年会費納入金額合計 0001,568,000円

年会費納入者数  784名
平成 23年度年会費納入金額合計・・・2,035,000円 (前年実績 )

年会費納入者数  1037名

3)事務局会議・役員会・拡大幹事会

平成 23年 8月 31日   臨時役員会 :総会反省 (愛媛新聞東京支社 )

平成 23年 10月 17日   役員会 :平成 24年度活動計画 (新宿センタービル (SCB))
平成 23年 11月 8日   拡大幹事会 :平成 24年度活動計画 (明石町区民館 )

平成 23年 12月  3日   事務局会議 (SCB)
平成 24年 4月 11日   事務局会議 (SCB)
平成 24年 4月 21日   役員会 :平成 23年度活動総括・平成 24年度方針 (SCB)
平成 24年 6月 2日   拡大幹事会 :平成 23年度総括・平成 24年度方針 (SCB)

4)『関東明教』13号発行

平成 23年 9月 6日   第 1回編集会議 (愛媛新聞東京支社 )

平成 23年 10月 5日   第 2回編集会議 (愛媛新聞東京支社 )

平成 23年 11月 15日   第 3回編集会議 (SCB)
平成 23年 12月 8日   第 4回編集会議 (北陸朝日放送東京支社)

平成 24年 1月 26日   第 5回編集会議 (北陸朝日放送東京支社)

平成 24年 2月 13日   第 6回編集会議 (北陸朝日放送東京支社)

平成 24年 3月 5日   第 7回編集会議 (北陸朝日放送東京支社)

平成 24年 3月 27日   第 8回編集会議 (北陸朝日放送東京支社 )

平成 24年 4月 21日   封筒詰め 。発送作業 (SCB)

5)その他の打ち合わせ

平成 23年 11月 26日   発送作業 (総会決済事項報告書 。年会費納入案内・伝票)

平成 24年 4月 21日    発送作業 (関東明教 13号、総会案内、年会費納入案内・伝票)

平成 23年 8月 31日    ホームページ技術会議

平成 23年 9月 5日    ホームページ技術会議

平成 24年 2月 21日    ホームページ・フェースブック方針会議

平成 24年 3月 26日    ホームページ・フェースブック方針会議

平成 24年 5月 8日    総会担当者会議

平成 24年 6月 22日    総会担当者・担当学年打ち合わせ

平成 24年 6月 29日    総会担当者前日確認打ち合わせ



6)本部・他支部との交流

本部 (松 山)総会   平成 23年 5月 28日     (上 野支部長出席 )

東海支部総会     平成 23年 6月 5日      (上 野支部長出席 )

近畿支部総会     平成 23年 7月 8日     (上 野支部長出席 )

7)他校 との交流

松山南高東京支部総会 平成 23年 9月 24日     (上 野支部長出席 )

松山北高関東支部総会 平成 22年 10月 8日     (上 野支部長出席 )

8)交流会

第 1回東高サロン 平成 23年 11月 16日    (西 新宿 “一"、  参加者 18名 )

第 2回東高サロン 平成 23年 2月 11日    (西 新宿 “ラシーン"、 参加者 29名 )

第 3回東高サロン 平成 24年 5月 26日    (赤 坂 “シエロ"、 参加者 21名 )

第 3回懇親ゴルフ 平成 23年 11月 22日    (姉 ヶ崎 CC、 東高 7名 、工業 7名 )

第 4回懇親ゴルフ 平成 24年 4月 25日    (総 武 CC印藩、東高 6名 、工業 4名 )

第 1回小ホール講演会 平成 24年 2月 18日  (SCB、 津野修様 (S32)、 参加者 40名 )

9)主な事務局活動

【財政の健全化】

□実績のある収入源での収益拡大

⇒企業広告の拡大 (12団体→27団体、名刺広告と併せ 36万円→56万 円で 56%増 )

□会員数の拡大推進 (同窓会への呼びかけ広報、若手会員増のためのサロン開催)

□関東明教 13号 印刷会社変更で単価低減

【若手会員の増員推進】

□東高サロンを開催 (3回 )⇒開催毎に新規の参加者が半数近い

ロメールア ドレス登録推進 ⇒若手と直接メールやり取りで個別連絡が可能

固定期的な号外メールの導入 →主にメール使用に馴染んでいる若手への広報に効果的

□母校での同窓会入会式や卒業式に参加、新卒者への呼び掛け、登録はがき配布

ロホームページの性能改善とフェースブックとのリンク付けでSNSの積極活用

⇒関東支部の各種活動全般における運用基準の設定を検討

ロセキ社製の同窓会名簿から関東在住者を発掘、会員の連絡先を実家まで広げて呼び掛け

【事務局業務の負担軽減】

ロコンビニ収納方式との併用による納金管理のデータベース化

□編集委員の経験者から、将来の関東支部執行部への参画をお願い

□HPの機能改善 ⇒将来のウェブ入金処理とデータベース作成の簡便化を目指す

以 上

《2》 平成 23年度決算及び監査報告

(付表参照)



科  目 金  額 要

前年度繰越金

同窓会会費関係
平成23年度同窓会費収入

平成24年度以降同窓会費収入

総会関係
総会会費収入

招待者お祝い金他

その他の収入関係

関東明教 (第 12、 13号)広告収入

寄付金・関東明教販売収入
その他預金利息収入

収入の部合計

2,023,00C

33,00C

1,412,880

2,056,000

2,142,000

773.312

三菱東京U可銀行/田町又店 晋通預金他

1031人分 (夫婦会員含む)

17人分

総会。懇親会参加者281名 (招待者含む)

本部、他支部、他校同窓会より

名刺。会社広告掲載料
関東明教12号他
アマゾン・アフリエイト収入37,557円 含む

2,042,00C
10000r

565,000
170,560
37.752

6,384,1

松山中学 口松山東高同窓会関東支部

平成23年度収支報告書
(自 平成23年 4月 1日  至平成24年 3月 31日 )

監査報告書

監査の結果、適正に処理されていることを認めます。

監事

監事

平成24年 5月 20日

会計幹事 ;緒 方 郁 夫

【次年度繰越金 1,109,894円の内訳】
1.手許現金              25,540
2.みずほ銀行恵比寿支店 普通預金      0
3.三菱東京UF」銀行田町支店 普通預金 187,274
4.三菱東京UF」銀行田町支店 普通預金 609,717
5.郵便局振替口座          292,260
6.伊予銀行新宿支店 普通預金     31,001
7.愛媛銀行東京支店 普通預金     16,000
8.経費未精算未払金         △51,898
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科  目 金  額 嗅

会報作成関係
「関東明教(第 12号 )」 印刷製本代
同上、会員への発送費
「関東明教(第 12・ 13号)」 製作費用

総会関係
総会会場費用
その他、総会案内等の費用

震災義援金

会員拡大関係
コンビニ支払関係費用
振込用紙作成費用
東高サロン・ミニ講演会開催費用
その他活動費

その他の費用関係
拡大幹事会の開催費用
他の同窓会へのお祝い金
ホームページ維持管理料
年会費再請求案内 発送費用
その他事務運営費用

費用合計
次年度繰越金

支出の部合計

1,401,120

214,960
184.417 1,800,497

2,222,057

100,000

538,869

612_R75

2800部作成費用 (500円 /冊)リバースヘ支払い

大成サービス 括́発送費用 (80円 /冊 )

編集会議及び発送作業 諸雑費

7/16(土 )アルカディア市ヶ谷にて開催
講演料、総会案内資料作成、総会報告書作成等

東北震災義援金

リコーリース収納代行 5/1-9/30

大成サービス 5600部
11/16、 2/H東高サロン 2/18ミニ講演会
支部専用封筒作成、本校卒業式参加他

6/24、 11/8中央区立区民会館にて開催
本部。東海・近畿。南高。北高の各総会祝い金
HP・ ドメイン更新管理料
12/6ライトキャリー 2546件

他支部総会交通費、HP更新検討会他

内訳は下記参照

1,702,268

519.789

100.00C

96,600
262,000
49,864

1■ 040■

128,219

50,000
42,150

178,220
,14_,R6

5,274,298
1 100R94
6.384.192

平成24年 ゛ 月3a日

)|く



第 2号議案 平成 24年度事業計画・予算の件

《1》 平成 24年度事業計画

(支部長 基本方針)

キャッチフレーズを、“おいでなもし、『坂の上の雲』"か ら

⇒ “『坂の上の雲』の下 (も と)でのネットワーク作り" に変更

。 会員の発展と交流の場の提供

・ 伝統の継承

・ 情報提供

・ 母校支援

(本年度 目標)

。 会員増、特に若手会員の勧誘

・ 総会盛り上げ (出席 300+α 名)

・ 関東明教 13号発刊 (済み)と 14号の発刊

・ 財政のさらなる健全化

・ 事務局業務のさらなる合理化

・ 交流会の開催

(活動内容)

1.関東支部総会の開催

議事概要 : 事業報告、会計報告、事業計画及び予算、会則変更、役員人事、懇親会

2.関東明教 第 14号 の発行準備、編集委員会の開催

3.役員会、拡大幹事会、その他の会議開催

4.同窓会本部および各支部総会への出席、他校同窓会との交流

5.関東支部会員の交流会 (ゴルフコンペ、東高サロン、小ホール講演会、等)

6.ホームページの機能向上とフェースブックの活用、及び運用基準の策定検討

7.その他

① 年会費納入の促進とイベントヘの動員呼び掛けの費用対効果改善

② メールリストの充実

③ 学年幹事不在年次 (特に平成年次)へのアプローチ

④ 潜在する関東在住同窓生の掘 り起こし

⑤ 各年代男女幹事の整備

⑥ その他

《2》 平成 24年度予算案

(付表参照)

以 上



松山中学。松山東高同窓会関東支部

平成 24年度 収支予算案

同窓会年会費収入

総会会費収入 (招待者お祝い金含む)

松山本部 会費補助収入

「関東明教 (第 12号 )」広告収入
寄付金・「関東明教J販売収入その他

収入の部合計

1,109,894

2,500,000

2,400,000

250,000

600,000

加者総数 日標300人

年度より

告他 (会社広告増加)

「関東明教(第 12号 )」 印刷製本代
同上発送費用
「関東明教(第■号・12号)J製作費用

総会会場費及び飲食代
総会案内等の費用他 (講演者謝金含む

員拡大活動関係
コンビニ支払関係費
振込用紙作成費
東高サロン・ミニ講演活動費

の他の費用関係
役員会・拡大幹事会の開催費用
ホームページ作成・運営費用
その他事務運営費用

費用合計
翌年度繰越金

支出の部合計

1,400,000

250,000
300,000

(2,500,000
2,000,000

500,000

(550,000)
100,000

250,000

200,000

(581,290)
200,000

31,290

/16(土 )アノリデイア市ヶ谷にて開催予定
員増加による発送費増加

、資料印刷代、弁当代他
HP維持費用、名簿システム導入費用



第 3号議案 関東支部会則変更の件

【背景と理由】

□ 支部長、その他役員の任期に関する “注釈"部分について簡明化致しました。

【現行】

第 8条 本会に次の役員を置く。

支部長 :1名 副支部長 :若干名 会計 :若干名 監事 :2名 事務局長 :1名

年次幹事 :若干名

(注 )

支部長 の任期 は原則|と して 2期 4年まで とし、諸般 の事情による場今 は 3期 6年まで とす る^

その他役員の任期は 1期 2年 とし、再選は妨げない。

【改訂案】 (下線部) :  平成 25年度以降適用

(注 )

支部長、その他役員の任期は原則として 2期 4年までとし、再選は妨げない.

以上



第 4号議案  役員 交代 の件

《 平成 24年度 新役員編成 》

役曇    氏名  (敬称略)   担当役務・特記事項

支部長   上野光保 (S45)    総括 (総会、拡大幹事会、役員会、本部、他校、)

副支部長  岡野定郎 (S20)

紺田隆爾 (S26)

小椋勇記夫 (S32)  編集

前田千恵子 (S39)   編集

河崎定信 (S45)    事務局長 (総会、拡大幹事会、役員会 )

森下緑  (S45)   事務局

田渕廣美 (S46)   事務局

西原申介 (S50)

緒方郁夫 (S52)   会計担当

丹下誠司 (S53)    事務局 (業務全般、若手増員、広告)

能田剛志 (S53)   編集

金子信  (S57)   総会 (新任 )

有田正宏 (S59)    総会

名本卓哉 (S59)   編集長 (新任 )

大喜多妙子 (S59)   副編集長 (新任 )

監事    西原直之 (S34)

清水 勉 (S36)

顧問    和食克雄 (S31)

豊島吉博 (S44)

宮岡 博 (S48)   東高校長

事務局   佐伯尚子 (S53)   メール受付、連絡、案内、名簿管理

中川文子 (S53)   議事録、文書作成

田中千穂 (S57)   メール受付、連絡、案内、名簿管理 (新任 )

山田由香理 (S57)  連絡、案内、名簿管理 (新任 )

浜家拓也 (S58)   名簿管理

福田昌樹 (Hl)   名簿管理 (新任 )

若松茂三 (S42)   ウェブシステム技術

澤田茂洋 (S43)   ホームページ運用

高岡正司 (S43)   ホームページ運用

橋井晶子 (S53)   ホームページ運用

以 上



Stand Alone
作詞 小山薫堂  作曲 久石 譲

ちいさな光が 歩んだ道を照らす

希望のつばみが 遠くを見つめていた

迷い悩むほど 人は 強さを掴むから

夢を見る 凛として旅立つ 一柔の雲を

あなたと歩んだ あの日の道を探す

ひとりの祈りが 心をつないでゆく

空に手を広げ ふりそそぐぐ光あつめて

友に届けと放てば 夢叶う

はてなき想いを 明日の風に乗せて

わたしは信じる 新たな時がめぐる

凛として旅立つ 一柔の雲を目指し

目指 し

☆ 高校三年生
作詞 丘 灯至夫 作曲 遠藤 実

赤い夕陽が 校舎をそめて ニレの木陰に はずむ声 ああ 高校三年生

ぼくら 離れ離れに なろうとも クラス仲間は いつまでも

泣いた日もある 怨んだことも  思い出すだろ 懐かしく ああ 高校三年生

ぼくら フォークダンスの 手をとれば 甘く匂うよ 黒髪が

残り少ない 日数を胸に  夢がはばたく 遠い空 ああ 高校三年生

ぼくら  道はそれぞれ 別れても  越えて歌おう この歌を
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