
 

 

令和２年度  
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学校法人 佐藤栄学園  

栄東高等学校 同窓会  



１．議事  

 

 第１号議案  令和元年度 事業報告 

 

 第２号議案  令和元年度 決算報告 

 

 第３号議案  令和２年度 新役員の承認 

 

 第４号議案  令和２年度 事業計画(案) 

 

 第５号議案  令和２年度 予算(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号議案 

令和元年度  事業報告  

 

１．同窓会組織運営の充実 

 

２．WEB 及び SNS を活用した卒業生照会コンテンツの 

運営 

 

３．第２・３・４校舎・講堂他トイレコーティングの実施 

体育館トイレ巡回清掃の実施 

 

４．カーテンクリーニングの実施 

 

５．カーテン、生徒用椅子、トランシーバーバッテリー、 

プロジェクター、レーザープリンター、籠台車の寄贈 

 

６．卒業記念品(印鑑)の贈呈 

 

７．若竹懇親会 20２０(第６回同窓懇親会)の実施 

 

８．DM 卒業生登録（15・17・22・31・32 期） 

 

 

 

 

 



第２号議案 

  令和元年度  決算報告 
自  令 和 元 年 4 月 1 日  

至  令 和 2 年 3 月 3 1 日  

（収入の部）                                                （単位：円） 

項      目 予算額 決算額 比較増減 備      考 

 １会   費 12,210,000 12,210,000 0 卒業生 407 名×30,000 円 

前年度繰越金 2,122,082 2,122,082 0   

合     計 14,332,082 14,332,082 0   

（支出の部）      

 １会議費 350,000 197,200 152,800   

   (1)総会費 250,000 184,960 65,040 参加者用菓子･お茶･懇親会食事 

   (2)役員会費 100,000 12,240 87,760 役員会用菓子･お茶 

 ２庶務費 550,000 450,870 99,130   

   (1)通信費 250,000 227,480 22,520 役員･会員連絡用･卒業生登録葉書 

   (2)消耗品費 100,000 99,770 230 用紙 

   (3)印刷費 100,000 93,620 6,380 ｲﾝｸ･ﾏｽﾀｰ 

   (4)渉外費 100,000 30,000 70,000 卒入学式祝金 

 ３事業費 9,700,000 8,523,619 1,176,381   

   (1)事業費 800,000 711,867 88,133 印鑑ｾｯﾄ･卒業式祝電･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営費 

   (2)助成費 8,100,000 7,128,320 971,680 

ﾄｲﾚｺｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾄｲﾚ巡回清掃･防火ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾃﾝｸﾘｰﾆﾝﾞ

生徒用椅子･ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ･ｶﾞｺ台車･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 

   (3)親睦会費 800,000 683,432 116,568 若竹会 2020 補助 

 ４積立金 3,000,000 3,000,000 0   

   (1)同窓会事業積立金 2,000,000 2,000,000 0 生徒急減運営積立 

   (2)周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 周年事業積立 

 ５予備費 732,082  732,082   

   (1)予備費 732,082  732,082     

小    計 14,332,082 12,171,689 2,160,393   

次 期 繰 越 

 

2,160,393 △ 2,160,393   

合    計 14,332,082 14,332,082 0   

（積立金） 平成 16 年度～令和元年度 

区   分 前年度繰越金 本年度積立額 本年度支出額 積立金合計 備  考 

 同窓会事業積立金 12,000,000 2,000,000 0 14,000,000   

 周年事業積立金 27,000,000 1,000,000 0 28,000,000   

合   計 39,000,000 3,000,000 0 42,000,000   



第３号議案 

令和２年度  新役員の承認 
 

相談役 岩井 隆展（３期） 

会 長 中嶋 仁志（５期） 

副会長 佐野  育（３期） 

会田 紀彰（９期） 

監 事 井坂  功（４期） 

遠藤 宏美（23 期） 

幹 事 斉藤  実（12 期） 

藤堂 良典（18 期） 

金子あかね（20 期） 

 

 

評議員 

 田村 慎一（４期）  

評議員 

 工藤 沙織（30 期） 

 吉澤 裕司（６期）   青柳 尚憲（33 期） 

 野村  淳（７期）   伊藤はづき（33 期） 

 沢田  勝（８期）   仲川 英歩（34 期） 

 黒須 重信（10 期）   長江 有祐（35 期） 

 笹渕 恒弐（11 期）   角  若菜（35 期） 

 小森谷博之（12 期）   東窪  藍（36 期） 

 会田 洋介（16 期）   倉島 さら（37 期） 

 小川 大輔（18 期）   太田  光（37 期） 

 吉長 紘史（18 期）   甲原珠々奈（37 期） 

 工藤慎太郎（19 期）   野村  諒（38 期） 

 岩田  靖（21 期）   野口 姿奈（38 期） 

 折茂 優子（21 期）   森田 晃平（39 期） 

 天羽 瞬一（24 期）   仁賀木勇介（39 期） 

 柴田  樹（25 期）   小島 千聖（39 期） 

 結城  祐（25 期）   漆山 花子（39 期） 

 岡田 千怜（26 期）   酒井  佑（40 期） 

 長野 浩太（27 期）   宮田 真衣（40 期） 

 添田 大智（28 期）   阿部 泰典（40 期） 

 小野亜由美（29 期）   高島ひかる（40 期） 

 

 



第４号議案 

令和２年度  事業計画(案) 

 

令和２年度事業計画の概要 

 

     栄東高等学校は昭和５３年に埼玉栄東高等学校として創立され、昭和５６年７月１２日に 

同窓会が発足しました。その後、昭和６０年３月１７日に第１回同窓会総会が開かれ、昨年第１７回

の総会を開くことができました。 

    今年度を迎え、依然として終息が見えない新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために 

休校処置をとり、４月２０日からオンラインによる授業を行い、７月 6日から通常登校が開始さ 

れました。 

       同窓会としては、本校の教育を強力に支援・協力するために下記の重点事業を設定し、事業計画

を推進します。 

 

記 

 

  ①在校生の教育活動への補助 

                           

  ②「若竹会」命名に向けた周知活動 

                 

  ③WEB 及び SNS を活用した卒業生紹介コンテンツの充実 

 

  ④DM 卒業生登録 

 

   ⑤記念事業準備 

 

    ⑥奨学給付金制度の開設 

 

  ⑦その他 

 

 

    なお今年度は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために政府が出した緊急事態宣言を受け、 

役員・評議員会、総会が中止になった場合、これに係る予算の執行が行えない状況となるため、 

今年度に限りこの予算を「新型コロナウイルス対策費」として生徒への教育(オンライン授業配信)に

係る整備、及び安全を考慮し感染予防に伴う消毒液の購入等、助成を行いたいと考えておりますの 

    で、全体の予算とともにご承認をお願い申し上げます。 



第５号議案 

令和２年度  予算(案 ) 
自  令 和 2 年 4 月 1 日  

至  令 和 3 年 3 月 3 1 日  

 

（収入の部）   (単位：円) 

項      目 本年度予算額 前年度決算額 備      考 

 １会   費 14,340,000 12,210,000 令和元年度卒業生 478 名×30,000 円 

前年度繰越金 2,160,393 2,122,082   

合     計 16,500,393 14,332,082   

（支出の部）    

 １会議費 350,000 197,200   

   (1)総会費 250,000 184,960 総会開催費 

   (2)役員会費 100,000 12,240 役員会･監査等 

 ２庶務費 550,000 450,870   

   (1)通信費 250,000 227,480 役員･会員連絡用･卒業生登録葉書 

   (2)消耗品費 100,000 99,770 事務消耗品･用紙等 

   (3)印刷費 100,000 93,620 ｲﾝｸ･ﾏｽﾀｰ 

   (4)渉外費 100,000 30,000 卒業式･入学式お祝い等 

 ３事業費 11,750,000 8,523,619   

   (1)事業費 900,000 711,867 同窓会機器･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等運営･卒業記念品等 

   (2)助成費 8,890,000 7,128,320 教育研究活動助成(施設設備･講演会開催等助成) 

   (3)親睦会費 1,000,000 683,432 若竹会開催補助等 

   (4)奨学費 960,000   家計急変生徒への助成 

 ４積立金 3,000,000 3,000,000   

   (1)同窓会事業積立金 2,000,000 2,000,000 生徒急減運営積立 

   (2)周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 周年事業積立 

 ５予備費 850,393  
 

 

   (1)予備費 850,393  
 

  

小    計 16,500,393 12,171,689   

次 期 繰 越  2,160,393   

合    計 16,500,393 14,332,082   
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