
　平成23年5月15日、番町小学校ランチルームで、理事
会、学年幹事会が開催されました。どちらの会も理事、
学年幹事の方が多数出席、各議案について活発な論議を
重ねた上承認されました。

　今年度の予算は、創立140周年事業向けに編成されま
した。事業の一環として、若い同窓生がホームページの
リニューアルとグッズを企画しています。
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　朝晩吹く風に秋を感じる今日この頃、同窓生の皆さまには如何お過ごしでいらっしゃいますか。
　本年12月4日、いよいよ番町小学校は創立140周年を迎えます。同窓会は、記念事業協賛会に参加して事業を進めてまい
りましたが、別紙でご案内の通り、総会を企画致しました。同期、同級の皆さまとお誘い合わせの上、ぜひご参加下さい。

12月4日の総会後、学年会・クラス会を企画される幹事の方は会場等のご相談に乗ります。事務局までご連絡下さい。

【平成22年度収支決算】
１．平成23年 3月31日現在の財産目録　（単位：円）
資産の部 負債の部
手元現金 34,859 事業準備引当金（定期預金） 2,800,000
普通預金 3,887,522
定期預金 2,800,000 正味財産（手元現金＋普通預金） 3,922,381
資産合計 6,722,381 負債・正味財産合計 6,722,381

２．平成22年4月1日から平成23年3月31日までの収支計算書　（単位：円）
収支決算書

前期繰越金 4,076,847円
収　入　金 5,166,795円
支　出　金 5,321,261円
当期収支差額 △ 154,466円
次期繰越金（前期繰越金＋当期収支差額） 3,922,381円

収入の部　（単位：円）
卒業生入会金 111,000 22年度卒業生　111名
会　　費　 3,536,000 寄付を含む
雑収入 4,000 あゆみ２冊
利　息 15,795 定期解約時利息含む
定期取崩金　繰入 1,500,000 事業準備引当金（定期）より

収入合計 5,166,795

支出の部　（単位：円）
活動費 123,664 卒業記念品、会議、番町子ども会
慶弔費 0 香典、花、弔電など
通信費 1,113,878 案内葉書、携帯代、会報発送費
印刷・事務費 473,904 事務用品、封筒印刷
会報作成費 503,060 会報印刷代 会報発送代含む
インターネット関係費 5,760 ドメイン更新　　他
備品費 0 プリンター
事業準備引当金　繰入額（定期預金へ） 0 周年行事用費用　他
記念事業準備引当金　繰入額 1,300,000 創立140周年事業協賛会準備金
周年事業準備引当金　繰入額 1,800,000 創立140周年記念事業用口座へ移管
雑　費 995 振込手数料

支出合計 5,321,261

以上の通り報告致します。
　　　平成23年3月31日 経　　理　　片岡　勝吾　

津田真知子　
上記決算報告について慎重に監査した結果、相違ないことを認めます。
　　　平成23年4月6日 会計監査　　虎岡　寛道　

角田　　豊　

【平成23年度予算（案）】

前　期　繰　越　金 3,922,381円
収　　　入　　　金 3,406,000円
支　　　出　　　金 7,328,381円
次　期　繰　越　金 0円

収入の部　（単位：円）
23年度予算額 22年度実績額 摘　　　　要

前期繰越金　受入 3,922,381 4,076,847
卒業生入会金 100,000 111,000 23年度100名卒業予定
会　　費 3,300,000 3,536,000 寄付含む
雑　収　入 5,000 4,000 あゆみなどの販売
利　　息 1,000 15,795
定期取崩金　繰入 0 1,500,000
収　入　合　計 7,328,381 9,243,642

支出の部　（単位：円）
活　動　費 2,000,000 123,664 卒業記念品、番町子ども会

参加費、U-20開催費、創立
140周年事業費（総会諸費
用、資料室整備費含む）、理
事会・学年幹事会等会議
費、事務局活動費　等

慶　弔　費 70,000 0 弔花、弔電、祝電　他
通　信　費 2,500,000 1,113,878 切手・葉書代、総会案内・

会報等送付費
印刷・事務費 1,200,000 473,904 総会案内印刷、封筒等印

刷、用紙・文具
会報作成費 1,000,000 503,060 会報作成　
HP・インターネット関係費 200,000 5,760 ＨＰ作り替え、ドメイン更新　他
備　品　費 150,000 0 プリンター　USB　他
事業準備引当金　繰入額
（定期預金へ）

200,000 0 周年行事用費用　他

記念事業準備引当金　繰入額 0 1,300,000 創立140周年事業協賛会準備金
周年事業準備引当金　繰入額 0 1,800,000 創立140周年記念事業用口座へ移管
雑　　費 8,381 995 振込手数料　他
支　出　合　計 7,328,381 5,321,261

 上記科目の予算額に過不足が生じた場合は、相互に流用出来るものとする。

　　　平成23年4月1日 経理担当 　　片岡　勝吾　
 津田真知子　



平成23年度の同窓会人事について
　同窓会会則に基づき、平成23年度の理事会、学年幹事会で理事（定数：会長1、副会長5、事務局長1、経理2、庶務若干名、但し学年
理事を除く）の改選が行われます。改選の詳細は12月4日の総会時に発表され、会報第10号に掲載されます。なお、会則に規定はござ
いませんが公正を期するため、今年度の理事会、学年幹事会で選挙管理委員会の設置が決まり、次の方々が選任されました。よろしく
お願い致します。
　　坪内文生さん（昭和33年度卒）、　瀬谷達郎さん（昭和47年度卒）、　坂井宏和さん（昭和53年度卒）

　各位
番町小学校　創立140周年記念事業協賛会

会長　　草刈　隆郎
番町小学校　創立140周年記念事業協賛会への再度のご協力のお願い

謹啓、
　時下、皆さまにはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　創立140周年記念事業協賛会では昨年6月の発足後、下記事業を計画して皆さまにご協賛のお願いを致しましたと
ころ、多くの皆さまからご協賛を頂戴致しました。有難く、厚く御礼申し上げます。しかし、事業の完成のため、
あと一押しのご協力を賜りたくお願いする次第です。ぜひともご協賛賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。
　○記念式典（12/4）の実施
　○記念誌の編集・発行
　○記念資料室の整備、展示資料の整備、新たな資料の収集・整備
　○児童が演奏出来る「校歌」、「記念日の歌」の楽譜の作成及び小学校へ寄贈
　○小学校が希望する事業への支援

謹白
《協賛金要項》

　□　目標額　　１千万円
　　　　申込額 5,047,008円 （平成23年9月3日現在　愛育会、番町会、地域、同窓会などの皆さまより）
　　　　同窓会事業準備金 2,500,000円
　　　　愛育会事業準備金 600,000円
　□　期間　　　平成23年11月15日まで延長させていただきます
※　お手数ですが、同封の伝票にご住所、お名前、IDをご記入頂き、ゆうちょ銀行にてお振り込み下さい。

○　 平成23年度　同窓会 U-20
　　日時：平成24年3月25日（日）14：00～（予定）
　　場所：番町小学校講堂他
　※詳細は会報第9号でお知らせ致します。

【年会費の納入について】

今年度の年会費を振り込んで頂く郵便振替払込用紙
は、会報第9号と一緒にお送り致しますので、よろし
くお願い致します。（平成24年1月頃の予定）

題　　　　字：故　内田禮江さん（昭和19年度卒）

校章デザイン：鈴木健之さん　　（昭和45年度卒）

【平成23年度事業計画】

１）創立140周年記念総会　　　H23. 12. 4（日）

２）事務局会議・理事会・学年幹事会の開催
　・理事会　　　　　　　　　H23. 5 . 15（日）
　・学年幹事会　　　　　　　H23. 5 . 15（日）
　・事務局会議は、H23. 12. 4に向けて今後頻繁に開催の予定

３）創立140周年記念事業及び総会のため、会員の最新の連絡先を把握する
　・各学年の理事・幹事と連絡を密にして，名簿の更新を行う
　・HP等を利用して、住所不明の同窓生に呼びかける
　・理事・幹事がまだでていない学年に理事・幹事を依頼する

４）U-20（20歳以下の同窓会）の開催　　H24. 3 . 25（日）予定

５）番町小学校との関わり
・入学式　　　　　H23. 3 . 6（水）
・番町子ども会　　H23. 9 . 10（土）
　　など　各種行事への参加

６）同窓会会報（第8号、第9号）発行

７）同窓会HPの運営

８）グッズ製作と販売

９）（資料室）展示資料の収集と整備

【そ　　の　　他】

○ 創立140周年記念事業協賛会への参画
○ 東日本大震災の義援金について
○ 平成24年4月以降の人事について


