
 

 

令和２年度 第 65回 中村会 総会 

令和 2年 7月 5日（日） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響で、ルブラ王山にて令和２年５月１７日（日）に予定していた総会・懇親会は

中止とし、愛知県の特定警戒都道府県が解除された後の７月５日（日）、中村高校視聴覚教室にて 2020 年度の

総会及び部室改築募金委員会報告を開催しました。 

 

 

【総会】 

 総会では、令和元年度事業・決算報告と令和２年度事業計画・予算を承

認いただきました。また、今年度は役員改選の年にあたっており、提案さ

れた令和 2・3 年度の役員案も承認いただきました。これにより、新体制

での新年度事業がスタートしました。 

 

 報告・計画内容の詳細は、次ページをご覧ください。 

 

 

 

【講演会】及び【懇親会】 

総会の持ち方には引き続き配慮が必要と判断し、残念ではありますが

本年度の講演会及び懇親会は中止とさせて頂きました。 

 

 

 

 

【部室改築報告】 

講演会・懇親会を中止としましたが、この日行われた改

築された中庭の部室のお披露目に合わせ、部室改築に

ついての報告もありました。 

募金額は、個人・同窓会・企業からのべ 331 件、総額

11,902,400 円に達したとの報告でした。また、この日に先

立ち 6 月 27 日（土）に実施された竣工式では、伊藤会長

より渡邊校長へ目録贈呈、利用する各部活動の部長へ

の鍵の贈呈がなされたとの報告もありました。 

 

 

 

 

次回（令和3年度）は 

5月23日（日）にルブラ王山にて 

開催いたします。 

 

多くの同窓生の皆様の参加をお待ちしております！ 

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更にな

る可能性もあります。 

 

 



 

■令和元年度事業報告等 

 

令和元年度 役員  

会  長  伊藤 義人（16回生） 

 副 会 長  水野 圭爾（26回生 財務担当） 祖父江 隆（45回生 総務担当）  

古木 啓介（47回生 広報担当）  

 事務局長  山口有里子（36回生） 

 会  計  江口  基（42回生） 

 監  査  太田 守彦（22回生） 伊藤 太亮（45回生） 

令和元年度 中村会 事業報告  

１ 総会及び講演会の開催                ２ 会報の発行（第17号） 

  ３ ＨＰの運営とその効率化の実施         ４ 役員会の開催 

  ５ 『英気の泉』基金の募集・運用         ６ 教養講座「中村未来塾」への協力 

  ７ PTAとの連携事業の推進          ８ 縦のつながりの増強活動 

９ 常任幹事の増強               10  関東支部の支部総会の実施 

11 部室の改築に向けての募金活動      12  部室改築設計施工への支援 

令和元年度 中村会 決算報告   

収入の部     

科目 予算額① 執行額② 差額②－① 備考 

前年度繰越金 4,021,659 4,021,659 0  

入会金 1,750,000 1,750,000 0 卒業生350名×5,000円 

雑収入 341 0 -341  

計 5,772,000 5,771,659 -341  

支出の部     

科目 予算額④ 執行額⑤ 差額④－⑤ 備考 

事業費 100,000  0  100,000    

HP運営費 350,000  321,848  28,512  
プロバイダー(ASAHIネット12ヶ月分）  

管理改修費21,600×12ヶ月 

通信費 450,000  515,624  -65,624 料金後納・総会案内発送  発送作業外注 \101200 

会報費 400,000  320,088  79,912  会報１7号印刷、封筒・返信用ハガキ作成 

総会施設費 70,000  50,500  19,500    

名簿管理費 180,000  475,463  -295,463  
データ管理、データ出力 

会員データ返却（廣済堂） \319000 

諸雑費 10,000  3,934  6,066  振込手数料 

慶弔費 40,000  0  40,000  上級大会出場祝金 

会議費 5,000  0  5,000    

予備費 100,000  0  100,000    

繰越金 4,067,000  0  4,067,000   

計 5,772,000  1,687,457  4,084,543    

残高の部     

収入額計 支出額計 次年度繰越金   

5,771,659  1,687,457  4,084,202    
 

 

 



 

■令和２年度事業計画等 

 

令和２年度 役員  

 会  長  木村 一郎（18回生） 

 副 会 長  太田 守彦（22回生 財務担当） 高木 靖之（26回生 総務担当）  

丹後  茂（29回生 広報担当）  

 事務局長  佐野 好宏（30回生） 

 会  計  江口  基（42回生） 

 監  査  水野 圭爾（26回生） 

 

 令和２年度 中村会 事業計画（案）  

  １ 総会の開催                     ２ 会報の発行（第18号） 

  ３ ＨＰの運営とその効率化の実施         ４ 役員会の開催  

  ５ 『英気の泉』基金の募集・運用         ６ 教養講座「中村未来塾」への協力 

  ７ PTAとの連携事業の推進          ８ 縦のつながりの増強活動 

９ 常任幹事の増強               10 運営業務の効率化               

11  70周年にむけての準備           

 

 令和２年度 中村会 予算（案）  

 収入の部 

科目 予算額 備考 

前年度繰越金 4,084,202    

入会金 1,555,000  5,000円×311名(令和２年度 第3学年 4月時在籍数 66回生） 

雑収入 298    

計 5,639,500    
   

支出の部   

科目 予算額 備考 

事業費 100,000  総会経費、奨学金 

HP運営費 350,000  HPメンテナンス料金等 

通信費 600,000  会報発送等 

会報費 400,000  会報･封筒･ハガキ作成 

総会施設費 0  総会会場使用料 

名簿管理費 180,000  新規入力、変更、削除 

諸雑費 10,000  振込手数料 

慶弔費 40,000  上級大会出場祝金 

会議費 10,000  役員会 

予備費 100,000    

繰越金 3,849,500    

計 5,639,500    

 

 


