
 

滋賀県立大津高等学校同窓会 

第３４回総会 

 

 

 

 

 

日時：２０１３（平成２５）年６月１６日１１：３０～１４：３０ 

場所：大津プリンスホテル   比叡の間 

 



滋賀県立大津高等学校同窓会第３４回総会 

 

＜日時＞  2013（平成 25）年 6月 16 日（日）11:30～14:30 

＜場所＞  大津プリンスホテル 

 

 

＜総会次第＞ 11:30～比叡の間にて 

１．開会の辞 

２．黙祷 

３．会長挨拶 

４．名誉会長挨拶 

５．議長選出 

６．議事 

  （１）第１号議案…事業報告  

  （２）第２号議案…会計報告 

  （３）会計監査報告 

  （４）第３号議案…新役員の選出 

  （５）新役員挨拶 

  （６）第４号議案…事業計画 

  （７）第５号議案…予算審議 

  （８）その他 

７．議長解任   

８.  閉会の辞 

 

＜恩師紹介＞ 

＜生徒の活動の様子を紹介＞ 

 

 12:30 ～ 休憩  

 

12:45  ~   13:15      CLAP  STOMP  SWINGIN ‘ ミニコンサート  

         

                        ３７階 ニューヨークへ移動 

 

＜懇親会＞ 13:30 ～     

 

  



 

平成２３年度  事 業 報 告 

 

月   日 種   別 内    容 

平成２３年 ４月 ８日 入学式  

６月１日 第１回役員会 ◇第 33回総会内容再確認 

◇準備および役割分担に関する確認 

◇21年度からの協議に基づき、会計予算に 

基金繰出し金として 7,000,000円を計上する 

      ６月１２日 第３３会総会 ◇平成 21・22年度事業報告・決算報告 

◇平成 23・24年度事業計画・予算案審議 

◇新役員選出 豊田一美氏が新会長に就任 

◇６０周年については順次協議検討する 

◇運営協力金についても今後協議検討する 

◇軽音楽部の演奏鑑賞 

 

９月２７日 第２回役員会 ◇第 33回総会の総括 

◇小倉游亀画伯寄贈絵画の扱いについて 

◇創立６０周年について 

◇同窓会開催時の住所録の扱いについて 

◇運営協力金は今後も継続して集める 

 

１１月３０日 第３回役員会 ◇小倉游亀画伯絵画を県立近代美術館に寄託する 

 ための契約交渉に入る 

◇同窓会広報活性化策の検討を進める 

◇年度幹事役員の協力体制を強化する方針を検討 

◇会計監査役員の辞任にともない次候補を人選する 

平成２４年 ２月１７日 第４回役員会 ◇小倉游亀画伯の「瓶花」寄託式を終えた報告 

◇新しい会計監査役に酒井恵美子氏を承認 

◇６月３０日に年度役員幹事の交流会開催を決定 

◇在校生徒の大会参加に際し奨励金を援助すること   

 を決定 

２月２８日 同窓会入会式 ◇皆勤賞表彰・入会者名簿発行 

 

３月 １日 卒業式 ◇卒業記念品（証書ホルダー）寄贈 

 

 

 

 

 

 



平成２４年度  事 業 報 告 

月   日 種   別 内    容 

平成２４年 ４月 ８日 入学式  

      ６月 ８日 第１回役員会 ◇平成２３年度会計報告案を承認 

◇同窓会各学年幹事会の内容検討 

◇各学年幹事への出席の働きかけを引き続き行う 

      ６月３０日 各学年幹事会開催 ◇４０名の各学年幹事が参加 

◇同窓会からのお知らせとお願い  

◇同窓会活性化のための意見交換 

◇同窓会幹事相互の懇親 

     １１月２６日  第２回役員会 ◇各学年幹事会の継続を決める 

◇第３４回総会について 

◇同窓会報 19号の発刊計画について 

◇会計役員の交代の申し入れについて 

平成２５年 ２月８日 第３回役員会 ◇同窓会報 19号の発行進捗状況について 

◇第３４回総会の計画について 

 大津プリンスホテル６月１６日で決定 

 会議プラス 音楽演奏など懇親会 

◇同窓会会則改正について 

◇同窓会役員の改正案及び担務変更等の検討 

      ２月２８日 同窓会入会式 ◇皆勤賞表彰・入会者名簿発行 

 

３月 １日 卒業式 ◇卒業記念品（証書ホルダー）寄贈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新役員の選出           平成２５年度～２６年度 

 

 

役職名 役 員 氏 名 備考 

 会長 豊田 一美 （S４１普）    留任 

 副会長 本郷 重彦 （S３６普）    留任 

 副会長 荒堀 光信 （S４３普）    留任 

 常任委員 西浦 豊  （S３６普）    留任 

 常任委員 中西 万三 （S４１普）    留任 

 常任委員 奥野 雅彦 （S５２普）    留任 

 常任委員 竹内 照夫 （S５２普）    留任 

 常任委員 酒井 恵美子（S５７普）    前会計監査 

 常任委員 平尾 勝幸 （S５７普）    新任 

 常任委員 村田 正利 （H１普）    新任 

 書記 永野 貴子 （S４１普）    留任 

 書記 （大津高職員）     

 会計 吉田 茂  （S４２普）    新任 

 会計 （大津高職員）     

 会計 監査 山田 康夫 （S４１普）    留任 

 会計 監査 後村 愛子 （S４３家）    前会計 

  

 



平成２5年度 事業計画 

月   日 種   別 内    容 

平成２５年 ４月 ８日 入学式  

５月３１日 第２回役員会 

 

◇第３４回総会内容最終確認 

準備および役割分担に関する確認 

総会・懇親会の進行確認 

総会資料のフォーマット再作成 

参加への働きかけについて           

◇今後の役員会の日程について   

◇インターネット環境の進め方について 

 

      ６月１６日 第３４回総会 ◇平成２３・２４年度事業報告・決算報告 

◇平成２５・２６年度事業計画・予算案審議 

◇新役員選出 

◇同窓生ジャズピアニストの音楽鑑賞 

◇参加者懇親会 

 ７～８月頃 第３回役員会 ◇第３４回総会総括 

総会における問題提起の検討 

 

  １２月頃 第４回役員会  

平成２６年   ２月頃 第５回役員会  

２月２９日？ 同窓会入会式 ◇皆勤賞表彰・入会者名簿発行 

 

３月 １日 卒業式 ◇卒業記念品（証書ホルダー）寄贈 

 

 

平成２６年度 事業計画 

月   日 種   別 内    容 

平成２６年 ４月９日？ 入学式  

５月頃 第１回役員会 ◇平成２５年度会計報告 

      ８～９月頃 第２回役員会  

  １２月頃 第３回役員会 ◇第３５回同窓会総会について 

会報発行・役員改選など 

平成２７年   ２月頃 第４回役員会 ◇第３５回同窓会総会内容確認について 

 

     ２月２８日？ 同窓会入会式 ◇皆勤賞表彰・入会者名簿発行 

 

３月 １日 卒業式 ◇卒業記念品（証書ホルダー）寄贈 

  



 平成25年度（2013年度）大津高校同窓会予算

収入の部         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科　　　　目 予　算　額

前年度繰越金 4,221,041

会費 1,600,000

同窓会運営協力金 300,000 個人からの振り込み　　＠2,000×150 名

雑収入 3,959

合計 6,125,000

支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科　　　　目 予　算　額

会議費 50,000

総会費補助費 200,000

卒業記念品 200,000

通信費 50,000

慶弔費 150,000

会報誌印刷代 400,000

会報誌発送手数料 1,300,000 ｱｰﾂ代行一式（358、214）

名簿作成費 190,000

名簿メンテナンス及びサーバー代 350,000

大会参加補助 300,000

教育活動支援費 300,000

インターネット広報費 400,000

 雑費 10,000

（予備費） 2,225,000

合計 3,900,000

２５年度  収支の見込み    収入-支出　６,１２５,０００　-　３,９００,０００　　＝　２,２２５,０００

　　　平成26年度（2014年度）大津高校同窓会予算
収入の部                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科　　　　目 予　算　額

前年度繰越金 2,225,000

会費 1,600,000

運営協力金 200,000
雑収入 3,000

収入合計 4,028,000

支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科　　　　目 予　算　額

会議費 50,000

卒業記念品 200,000

通信費 50,000

慶弔費 150,000

名簿作成費 190,000

名簿メンテナンス 50,000 名簿管理料

アミッサ契約更新料 190,000

大会参加 300,000

教育活動支援費 300,000

インターネット広報費 400,000

雑費 10,000

(予備費) 2,138,000

支出合計 1,890,000

２６年度収支の見込み　　 収入-支出　４,０２８,０００－１,８９０,０００　＝２,１３８,０００

退職転勤職員餞別、入会式花代　　

２６年度卒業生入会者名簿代

名簿管理の契約更新料金

祝儀袋など

役員会、幹事会他連絡用

備　　　　考

20１4年度卒業生分 5，000×     名

個人からの払込等

利息など

備　　　　考

卒業生記念品（ホルダー×320本）、消費税、手数料,皆勤賞

備　　　　考

卒業生記念品ホルダー及び皆勤賞

退職転勤職員餞別、入会式花代　　

入会者名簿代

名簿管理料 　契約更新料

祝儀袋など

備　　　　考

2013年度卒業生分 5，000×320名

利息など

 



 

 

 


