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総会次第 

１	 開会の言葉	 	 	  

２	 会長挨拶	 	 	 	  

３	 校長挨拶	 	 	 	  

４	 議事	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 ①	 活動報告 

②	 会計・監査報告	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 ③	 役員改選・紹介	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 ④	 活動計画（案）	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 ⑤	 予算（案）	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 ⑥	 その他 

５	 閉会の言葉	 	 	  
 
 
 
 

懇親会次第 

１	 開会の言葉	 	 	  

２	 会長挨拶	 	 	 	  

３	 来賓祝辞	 	 	 	 理事長	 	 増田和人先生 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学園長	 	 増田良子先生 

４	 来賓紹介	 	 	  

５	 乾杯	 	 	 	 	 	  

	 	 	 ～	 アトラクション	 ～ 

６	 校歌	 	 	 	 	  

７	 閉会の言葉	 	  

８	 記念撮影	 	 	  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１

年 月 日 場所 内容 備考

平成23年度同窓会欠席者の返金について

会計の不明金

会費について

会計の仕事について

その他

平成24～25年度会計報告再発行準備

第２回同窓会封入作業

同窓会入会式について

その他

花島さん司会

木村書記出席

3 5 体育館 卒業証書授与式 湊会長出席

入学式・卒業式・慶弔費の支出について

備品購入について

会費封書について

会計について

その他

4 8 体育館 入学式 増渕会長出席

4 13 職員室・理科室 今後の同窓会の部屋について 10名参加

9 7 職員室 りんどう祭の出展について ５名参加

10 4・5 ３４室 りんどう祭『同窓生の部屋』出展 33名来室

りんどう祭の反省

総会の打ち合わせ

木村書記司会

増渕会長出席

3 5 体育館 卒業証書授与式 増渕会長出席

4 8 体育館 入学式 増渕会長出席

4 12 職員室 総会・懇親会の案内、総会当日までのスケジュール確認 ５名参加

8 30 理科室 同窓会案内作成・発送準備 １８名参加

9 11 ３階ワークスペース りんどう祭準備 ２名参加

9 12 ３階ワークスペース りんどう祭１日目 ５名参加

9 13 ３階ワークスペース りんどう祭２日目 ４名参加

9 27 応接室 会計報告について ２名参加

総会・懇親会について

新役員決め

11 1 職員室他 総会・懇親会の打ち合わせ・資料作成 ６名参加

11 7 ﾎ ﾃﾙ ｸ ﾘ゙ﾝﾀﾜｰ幕張 総会・懇親会

平成27年度

10 11 職員室

3 体育館

11 ５名参加

4 同窓会入会式

平成26年度

６名参加

11名参加

７名参加

職員室16

3 4

５名参加

平成25年11月3日～平成27年11月7日　活動報告

応接室1 13

平成25年度

体育館 同窓会入会式について

3 16 会議室

応接室2 16



 

平成25年度会計報告　（H25.4.1～H26.3.31） 資料２

収入の部

予算 決算 増減 備考
前年度繰越 ¥3,597,616 ¥3,597,616 ¥0
入会金 ¥70,000 ¥71,000 ¥1,000 平成２５年度卒業生　７１名
活動費１ ¥350,000 ¥355,000 ¥5,000 平成２５年度卒業生　７１名
活動費２ ¥50,000 ¥5,000 ▲45000 卒業生　１名
利息 ¥562 ¥0
総会残金 ¥7,740 ¥0

支出の部

予算　 決算 増減 備考
備品 ¥50,000 ¥1,280 ▲48720 U SB
事務消耗品 ¥30,000 ¥52,108 ¥22,108 封筒、コピー用紙、のり、宛名シール、他
通信費 ¥400,000 ¥262,458 ▲137542 郵送費他
会議費 ¥20,000 ¥6,240 ▲13760 弁当他
文化祭活動費 ¥10,000 ¥0 ▲10000

収入合計 ¥4,036,918
支出合計 ¥322,086 次年度繰越金 ¥3,714,832 (現金￥18460含む）

平成26年度会計報告　（H26.4.1～H27.3.31）

収入の部

予算 決算 増減 備考
前年度繰越 ¥3,714,832 ¥3,714,832 ¥0
入会金 ¥72,000 ¥96,000 ¥24,000 平成２6年度卒業生　96名
活動費１ ¥360,000 ¥480,000 ¥120,000 平成２6年度卒業生　96名
活動費２ ¥50,000 ¥70,000 ¥20,000 卒業生　14名
利息 ¥583 ¥0

支出の部

予算　 決算 増減 備考
備品 ¥50,000 ¥24,655 ▲25345 ロッカー、ファイル、USB等
事務消耗品 ¥30,000 ¥9,240 ▲20760 封筒、コピー用紙、のり、他
通信費 ¥350,000 ¥28,263 ▲321737 郵送費他
会議費 ¥20,000 ¥8,040 ▲11960 弁当他
文化祭活動費 ¥10,000 ¥2,916 ▲7084 テーブルクロス、模造紙等

収入合計 ¥4,361,415
支出合計 ¥73,114 次年度繰越金 ¥4,288,301 (現金￥5587含む）

千葉葉聖⼼心⾼高等学校同窓会役員 	 

会　計 印

会　計 印

上記会計監査の結果、帳簿、書類、領収書管理、現金の保管及び収支の計算は適正と認めます。

会計監査 印

会計監査 印

年　　　月　　　日



	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 

資料３

役職 氏名 年度 旧姓

会長 増渕　恵理子 S５９

副会長 萩元  美紀 Ｈ８ 大場

副会長 水柿　享子 Ｈ３ 柳川

副会長 山岸　信和 （高）

書記 佐藤　千鶴 Ｈ１９ 木村

書記 須山　愛理 Ｈ２２

書記 大野　友里恵 Ｈ２５

書記 八田　純花 Ｈ２５

書記 春日　一郎 （高）

会計 黒須　あゆみ Ｈ１５

会計 水柿　里菜 Ｈ２５

会計 松永　頼子 （高）

監査 渡辺　園香 Ｈ４ 柴

監査 相馬　有香 Ｈ２４

役員名簿　(案）

資料４
平成27年11月７日～平成28・29年度の活動計画（案）

１　同窓生の現住所掌握
日程 年間
内容 同窓生本人の現住所の掌握

２　広報活動
日程 年間
内容 ホームページサイトの充実

広報紙の作成・配布

３　各種事業への参加・協力
日程 年間
内容 各種学校行事への参加・協力

４　りんどう祭出展・協力
日程 ９月
内容 参加・協力，同窓会広報活動



	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 

平成27年度予算（案）　（H27.4.1～H28.3.31） 資料５

収入の部 （円）

前年度繰越金 4288301

入会金 105000 平成27年度卒業生　105名

活動費1 525000 平成27年度卒業生　105名

活動費2 50000 卒業生

合計 4968301

支出の部 （円）

備品 50000 ファイル、USB等

事務消耗品 30000 封筒、コピー用紙、のり、宛名シール他

通信費 400000 郵送費他

会議費 20000 弁当他

文化祭活動費 10000 模造紙等

合計 510000

収入合計 4968301

支出合計 510000

繰越金 4458301

平成28年度予算（案）　（H28.4.1～H29.3.31）

収入の部 （円）

前年度繰越金 4458301

入会金 120000 平成28年度卒業生　120名

活動費1 600000 平成28年度卒業生　120名

活動費2 50000 卒業生

合計 5228301

支出の部 （円）

備品 50000 ファイル、他

事務消耗品 30000 封筒、コピー用紙、のり、他

通信費 350000 郵送費

会議費 20000 弁当他

文化祭活動費 10000 模造紙等

合計 460000

収入合計 5228301

支出合計 460000

繰越金 4768301



千葉聖心高等学校	 校歌 
 

１	 清く気高く梅の香の 
	 	 匂う乙女ら集ひきて 

	 	 	 	 世界平和を築かんと 
	 	 	 	 愛と感謝にひたりつつ 
	 	 	 	 のびゆく我等に幸多し 

	 	 輝く学園	 千葉聖心 
 

２	 世の荒波をのり越えて 
	 	 つよく明るく生くるため 

	 	 	 	 学びて心を磨かんと 
	 	 	 	 未来の夢をいだきつつ 

	 	 励む我等に幸多し 
	 	 	 	 輝く学園	 千葉聖心 
 
 
 
 
 


