
平成 21年度 松山中学・松山東高同窓会関東支部総会

平成 21年 7月 18日 (土)12:00～ 15:30

アルカディア市ヶ谷 富士の間

司会

総会次第 (15分 )

1。 開会の言葉

2.校歌斉唱 (松 中 。東高)

3.物故者への黙祷

4.挨拶

5。 来賓紹介

講演会 (60分 )

「松山の日々」

懇親会 (2時間)

高橋 二郎 (44年 )

藤野  豊 (17年 )

事務局

紺田 隆蒲 (26年 )

豊島 吉博 (44年 )

事務局

井手 盛章 (43年 )

米山 徹朗 (26年併)

村上 慎吾 (36年 )

白形 克子 (36年 )

富田 耕治 (53年 )

宇都宮弘之 (25年 )

河合 秀行 (42年 )

鴨頭 治彦 (40年 )

井村 満男 (41年 )

山口  登

山本 憲男

木村  功

事務局

関東支部長

来 賓   校長代理

同窓会顧間

同窓会会長

同窓会副会長

同窓会副会長

同窓会常任理事

近畿支部支部長

東海支部支部長

静岡支部幹事

松山南高同窓会東京支部会長

松山北高同窓会関東支部顧問

今治北高校関東北桜会会長

6。 議事

1)平成 20年度事業報告 。決算報告・監査報告

2)平成 21年度事業計画 。収支予算・役員 (案 )

7.役員紹介 (役員一覧は 4ヾ ―シ'下参照)

8.閉会の言葉

司会  名本祐玖也 (59年 )

天野 祐吉氏  (昭和27年 (併)昭和24年 3月 松山中学卒業)

1.来賓代表挨拶 松山東高等学校校長代理

2.乾杯 (挨拶 )

3.歓談             
同窓会会長

4.松山市役所東京事務所挨拶

5,「関東明教」編集委員紹介 編集長

本部編集部紹介 本部編集長

6.新入紹介及び御長老紹介

7.歓談

8.賞品抽選会

9.中締め

司会  清水 啓介 (51年 )

高市 敬子 (51年 )

井手 盛章 (43年)

村上 慎吾 (36年 )

冨田 定伸 (58年 )

篠原 一郎 (53年 )

宇都宮弘之 (25年 )

緒方 郁夫 (52年 )

有田 正宏 (59年)

名本祐玖也

岡野 定郎 (20年)



愛媛県立松山中学校 校歌

林 古渓 作歌・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 治めつちかふ我等のつとめ

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)

近衛 秀麿

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し

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)

詞

曲

作

作



<平成 20年度事業報告 >
1)平成 20年総会・懇親会

2008年 7月 19日 12:00よ リアルカディア市ヶ谷で開催。参加者 309名。

2)年会費納入状況 (～2009年 7月 7日 現在)

平成 20年度年会費

一般会員 2,000円  748人
夫婦会員 3,000円  53組 (106人 )

納入者合計 854人  1.655,000円

平成 21年度年会費

一般会員 2,000円  589人
夫婦会員 3,000円  47組 (94人 )

納入者合計 683人  1.318,000円

め 役員会・拡大幹事会

2008年 9月 24日  役員会(20年度目標)(JFA会議室)

2008年 10月 29日  拡大幹事会 (総会・関東明教)(」FA会議室)

2009年 5月 12日  役員会 (総会他)(JFA会議室)

2009年 6月 25日  拡大幹事会 (総会準備会、動員要請)(」FA会議室)

→ 『関東明教』10号発行

2008年 9月 20日  第 1回編集会議 (JFA会議室)

2008年 11月 2日  第 2回編集会議 (JFA会議室)

2008年 12月 14日  第 3回編集会議 (JFA会議室)

2009年 1月 18日  第 4回編集会議 (JFA会議室)

2009年 2月 14日  第 5回編集会議 (JFA会議室)

2009年 3月 2日   第 6回編集会議 (」FA会議室)

2009年 5月 17日  発送作業 (JFA食堂)

り 本部・他支部との交流

近畿支部総会    2008年 7月 4日 (豊島支部長出席)

本部 (松山)総会  2009年 5月 23日 (豊島支部長出席)

0 その他打ち合わせ、総会準備会

2009年 4月 3日   執行部打ち合わせ (役員会に向けて)(JFA会議室)

2009年 4月 14日   総会分科会 (JFA会議室)

2009年 6月 25日   総会分科会 (」FA会議室)

2009年 7月 13日   総会分科会 (アルカディア市ヶ谷)

つ 他校との交流

今治北高関東支部総会 2008年 9月 13日 (豊島支部長出席)

松山南高関東支部総会 2008年 9月 27日 (高橋事務局長出席)

松山北高関東支部総会 2008年 10月 4日 (豊島支部長出席)

の 昨年総会開催以後逝去された会員

(別紙物故者名簿)



科   目 金  額 要

前年 度 繰 選 金

同窓会会費関係

軍議::年菱目套套婁怪癸
平成21年度同窓会費収入
平成22年度同窓会費収入

総会関係
総会会費収入
招待者お祝い金

130周年記念事業関係
会員寄付収入
総会会場収入

その他の収入関係
「関東明教 (第 9、 10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

14,000
1,624,000

18,000
8.000

1,999,536

1,664,000

2,376,000

1,529,042

689.347

三菱東京UFJ銀行/田 町支店 晋通預金他

総会・懇親会参カロ者309名 (招待者含む)

本部、他支部、他校同窓会より

名刺広告掲載料他
関東明教、黒板他

2,256,000
120.000

1,366,500
169A49

358,000
328,500

'_R47 8.257.925

松山中学・松山東高同窓会関東支部
平成20年度収支報告書

(自 平成20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日 )

【次年度繰越金1,289,246円 の内訳】
1.手許現金
2.みずほ銀行恵比寿支店 普通預金
3.三菱東京UF」銀行田町支店 普通預金
4.三菱東京UF」銀行田町支店 普通預金
5.郵便局振替口座
6.仮払金未精算分
7.経費未払金未精算分

平成 21年5月 8日

会計幹事 ;緒 方 郁 夫

42,000
0

495,250
803,138
13,000
9,068

∠ゝ 73,210
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

5

_↓_孝 ムを 無

科   目 金  額 摘  要

会報作成関係
「関東明教(第9号 )」 印刷製本代
同上、会員への発送費
「関東明教(第9。 10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

130周 年記念事業関係
関東支部 負担金
会員個別送金分

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
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

1,257,952
243,788
224.640 1,726,380

2,716,625

2,029,042

4966R,

1500部 作成費用、リバースヘ支払
ヤマト運輸 一括発送費用
編集委員会 議雑費

7/19アルカディア市ヶ谷にて開催 (230名 予算 )

26,000円 未精算分あり

JFA大会議室にて開催
本部。近畿・松南。松北。今北の各総会祝い金
HP・ ドメイン維持管理料
事務局3名 交通費負担金含む

下記参照

2,353,458
363.167

500,000
1_3,004,

141,230
50,000
31,290

274.112
6,968,679
1 9RO,4A
8.257.925

平成21年
`月

rゝ日

,t___11__ 起__



松山中学 口松山東高校同窓会 関東支部 平成21年度予算案

予 算 備   考

1,289,246

2,000,000

2,400,000

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

３

４

目標 1000人 *2000円

参加者総数 日標 310人

名刺広告他

6.389.246

予 算 備   考

(2,000,000)
1,450,000

250,000

300,000

(2,750,000)
2,400,000
350,000

(500,000)
200,000
100,000
200.000

第10号 1500部製作
ヤマト運輸
編集委員会 諸雑費

7/18(土 )アルカディア市ヶ谷にて開催予定

他支部へのお祝金・弁当代他
HP維持費用、名簿システム導入費用

5.250.000

1,139,246

6.389.246

同窓会年会費収入

総会会費収入 (お祝い金含む)

その他の収入関係
「関東明教」広告収入
寄付金。「関東明教」販売収入その他

収入の部合計

「関東明教(第 10号 )」 印刷製本代
同上発送費用
「関東明教(第 10。 11号 )」 製作費用

総会関係
総会会場費及び飲食代
総会案内等の費用他

その他の費用関係
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
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