
第 5１回東京鶴翔同窓会総会（臨時） 

ホームページ掲載期間：2021 年 9 月 6 日(月)～13 日(月) 

次  第 

１．会長挨拶（ホームページ挨拶による） 

２．協議事項 

 （1）令和 2 年度一般会計決算報告 

 （2）東京鶴翔同窓会会則・細則の改正 

３．報告 

 （1）令和 3 年度 東京鶴翔同窓会 役員・事務局・幹事名簿 

 

 

2．協議事項（1）、（2）についてご承認をお願いいたします 
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（単位:円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

前期より繰入 3,590,362 事務費 268,154

（通信運搬費）※１ 213,113

年会費収入　289名 668,200 （振込手数料） 50,810

（雑費） 4,231

雑収入等 195 会議費　※２ 126,918

（預金利息　普通） 1 広告費 22,000

（預金利息　定期） 194 ホームページ管理費 108,580

次期繰越金 3,733,105

合　計 4,258,757 合　計 4,258,757

（単位:円）

現金 31,968

郵便振替口座 677,648

三井住友銀行・普通 614,985

三菱UFJ銀行・普通 1,000

荘内銀行・普通 133,735

荘内銀行・定期 2,273,769

合　計 3,733,105

※２　総会会場キャンセル料 100,000円　を含む。

一般会計　次期繰越金内訳

◎令和2年度は総会が中止となったため、総会会計決算書は作成せず、総会中止に関わる経費（会場キャ

ンセル料および会員への中止等の通知送付）については、一般会計に計上しました。

令和2年度（2020）一般会計　収支決算書

　　　　　　　　　　　　　令和２年１月１日～令和２年１２月３１日　　　　　　東京鶴翔同窓会

収入の部 支出の部

※前期において「雑収入等（預金利息　定期）」に192円の計上漏れがありましたので、前回報告いたしました「次

期繰越金」3,590,170円に192円を加えた3,590,362円を｢前期より繰入」の金額としました。

※１　総会延期案内ハガキ 74,666円、総会中止案内封書 128,060円　を含む。
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会計監査報告

本収支決算 (令和2年度一般会計)に ついて、厳正に監査 したところ、

収支決算書の通 り相違ないことを認めます。
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 東 京 鶴 翔 同 窓 会 会 則 

 

第 1 条（名 称） 

この会を「東京鶴翔同窓会」と称する。 

第 2 条（所在地） 

本部および事務局を第 3 条 1 項の定める会員在住地域内に置く。 

第 3 条（会 員） 

１．山形県立鶴岡南高等学校およびその前身校（以下「母校」という）の卒業者、修了者およ

び在籍者ならびに関係者のうち、首都圏に在住する者をもって構成する。 

ただし、前記地域以外に在住する者で希望する者の入会を妨げない。 

２．会員は年会費を支払うものとする。 

第 4 条（目 的） 

この会の目的を以下の通り定める。 

１．会員相互間の親睦と連携を図る。 

２．鶴翔同窓会本部および各支部との交流を促進する。 

３．母校を後援し、その発展に資する。 

４．同郷他校の在京同窓会および同郷ふるさと会との交流を促進する。 

５．郷里庄内地方の興隆に資する。 

第 5 条（事 業） 

この会は次の事業を行う。 

１．会員親睦会の開催 

２．会報の刊行および会員ならびに関係団体への配布 

３．同窓生の各種活動に対する後援（ただし、政治的・経済的・宗教的活動を除く） 

４．関係団体との交流 

５．その他の事項（ただし、政治的・経済的・宗教的活動を除く） 

第 6 条（役 員） 

この会に次の役員を置く。 

１．会長        １名 

２．副会長      若干名 

３．常任理事   １５名以内 

４．幹事 

１）各卒業年度を代表する者 各年度３名以内 

２） 会長、常任幹事、幹事会が特に推挙した者 若干名 

５．顧問       若干名 

６．監査役     ３名以内 

第 7 条（役員の選任と任期） 

１．会長 

常任幹事の中から常任幹事会が推挙し、幹事会の承認を得て総会において選任する。 

２．副会長 
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常任幹事の中から会長が推挙し、常任幹事会の承認をもって選任する。 

３．常任幹事 

次の中から会長が推挙し、常任幹事会の承認をもって選任する。 

１）総会の実行委員長、副実行委員長、事務局長等の経験者 

２）幹事経験者 

３）その他この会の執行に相応しい者 

４．幹事 

１）各卒業年度会員が互選した者（各年度 3 名以内） 

２）総会実行委員経験者などで会長および常任幹事会が推挙した者 

５．顧問 

常任幹事会の承認を得て、次の者の中から会長が委嘱する。 

１）会長、副会長、常任幹事、幹事、監査役の経験者 

２）この会の運営に功績のあった者 

６．監査役 

会長が推挙し常任幹事会の承認を得て、総会において選任する。 

上記 6 役の任期は１期２年として、上記の選任手続きを経るものとし、再任を妨げない。 

第 8 条（役員の任務） 

１．会長は、会務を総理し、この会を代表する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 

３、常任幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の決定および執行に参画する。 

４．幹事は、会員を代表して会務の運営に参画する。 

５．顧問は、会長および常任幹事会の諮問に応じ、あるいは随時に会の運営につき適切な助言

を行う。 

６．監査役は、会の会計および事業執行の状況を監査し、その内容につき常任幹事会に意見を

述べる。 

第 9 条（事務局） 

この会に事務局を置く。 

１．事務局の構成は、事務局長１名、事務局次長および事務局員若干名とし、会長が推挙し、

常任幹事会の承認をもって選任する。 

２．事務局は、会長および常任幹事会の決定および方針等に従い会務事務を執行し、会の会計

と金銭出納を管理し、会報編集、ホームページ管理を行い、会員および関係団体に対する

窓口の任にあたる。 

第 10 条（会 議） 

この会を運営するために会議を設け、開催要綱を以下の通りとする。 

１．総会 

１）会員全員により構成する。 

２）会長が召集する。 

３）定時総会を、親睦会と併せて年１回開催する。 

４）定時総会においては次の事項を行う。 

①会務状況の報告、決算の報告と承認 
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②会長と監査役の選任 

③その他重要事項の報告と協議ならびに承認 

５）総会実施要綱は別に細則で定める。 

２．常任幹事会 

１）会長、副会長、常任幹事、監査役により構成する。顧問も出席できる。 

２）会長が召集する 

３）年 2 回以上開催する。 

４）会務に関する重要かつ基本的な事項を審議し決定する。 

３．幹事会 

１）常任幹事会構成員および幹事により構成する。顧問も出席できる。 

２）会長が召集する。 

３）年１回以上開催する。 

４）会務に関する事項について、常任幹事会に要望、提案等の意見を述べる。 

幹事は会に関する決定事項について同期会員への周知に努める。 

第 11 条（会 計） 

１．この会の会計を次の２区分とする。 

１）一般会計 

２）総会会計 

２．一般会計は、会員が納付する年会費および寄付金により賄う。 

３．総会会計は、細則の総会実施要綱において別に定める。 

４．この会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。 

第 12 条（簿 冊） 

次のものを整備して備え置くものとし、事務局がこれを保管管理する。 

１．会員名簿またはそれに準ずるもの 

２．役員名簿 

３．会計帳簿                                          

４．会務記録 

 第 13 条（会則の改正） 

この会則の改正は、常任幹事会の承認を経て、総会において議決されなければならない。 

ただし、細則は常任幹事会が決める。 

 

【付則】（会則の施行） 

１．この会則は、昭和４６年から施行する。 

２．この会則を、昭和５８年に一部改正する。 

３．この会則を、平成１２年に一部改正する。 

４．① この会則を、平成２４年に改正する。 

② 会則改正と同時に、特別会計と一般会計を統合し、以後一般会計とする。 

５．この会則を、令和元年（２０１９年）に一部改正する。 
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東 京 鶴 翔 同 窓 会 細 則 

 

第 1 条（総会実施要綱） 

定時総会および親睦会開催について次のように定める。 

１．定時総会および親睦会（以下「総会」という）を年１回開催する。 

なお、開催時期の変更および開催の中止については常任幹事会において決定する。 

２．総会開催の企画および実行は、特別に編成する実行委員会が行い、常任幹事会が適切に 

助言または指導し、必要に応じて支援する。 

３．前記の実行委員会は、卒業回数の一の位を同じくする１０年ごとの会員により組織され、

会長が委嘱する。 

４．会長は総会終了後、その年の実行委員会と翌年の実行委員会とを招集して事務引継ぎを行

う。 

５．事務引継ぎ後は、新編成の実行委員会が自主的に会議を開催して推進し、必要により常任

幹事会が助言、指導、支援する。 

６．総会は、総会会費、会報の広告収入およびお祝い金ならびに寄付金等を収入として経費に

充て、経費は会報の刊行および発送にかかる諸経費、当日の会場費および飲食費、準備の

ための実行委員会経費等、事務引継ぎから総会終了までの諸経費とする。 

総会開催にかかる収入・経費は、総会会計として一般会計とは区分して単独に収支計算し

て顛末を明確にし、余剰金が出れば一般会計に繰り入れ、不足が生じた場合には一般会計

から補填する。 

第 2 条（本部および事務所の所在地） 

この会の事務所が設置されるまでの間、本部は会長宅、事務所は事務局長宅に置く。 
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【役員・事務局】 【幹　事】

会    長 坂田　敬一 昭42年 74回 大瀬　振 　昭29年 61回 田中　良彦 　昭46年 78回

副会長 梅津　準士 昭45年 77回 奥田　文夫 　昭30年 62回 奥村　智子 　昭46年 78回

副会長 大泉　正 昭53年 85回 髙橋　進 　昭30年 62回 八幡　準 　昭47年 79回

常任幹事 安野　正紀 昭34年 66回 鎌田　喜子 　昭31年 63回 佐藤　正久 　昭47年 79回

常任幹事 小林　啓二 昭38年 70回 平田　宏 　昭31年 63回 酒井　比呂子 　昭47年 79回

常任幹事 長江　和子 昭38年 70回 渡部　賢一 　昭32年 64回 梅津　充幸 　昭48年 80回

常任幹事 相馬　省記 昭39年 71回 加藤　有紘 　昭33年 65回 菅原　正明 　昭48年 80回

常任幹事 小鷹　光雄 昭40年 72回 大川　政紀 　昭34年 66回 佐藤　文彦 　昭49年 81回

常任幹事 栗本　浩 昭41年 73回 斉藤　敬治 　昭35年 67回 大木　佳子 　昭49年 81回

常任幹事 小林　紀雄 昭44年 76回 佐藤清四郎 　昭36年 68回 林　みき 　昭50年 82回

常任幹事 小林　桂子 昭46年 78回 陶山　宏 　昭36年 68回 今野　りつ 　昭50年 82回

常任幹事 加藤　孝幸 昭47年 79回 櫻井　孝子 　昭36年定 32回 渡部　尚登 　昭50年 82回

常任幹事 坂田　俊次 昭48年 80回 安倍　良男 　昭37年 69回 江部　信夫 　昭51年 83回

常任幹事 菅井　順朗 昭49年 81回 森田　良治 　昭37年 69回 仁平　則行 　昭53年 85回

常任幹事 篠崎　実 昭53年 85回 佐藤　祐一 　昭39年 71回 河野　晃 　昭53年 85回

常任幹事 石川　透 昭55年 87回 齋藤　豊三 　昭40年 72回 小池　悟 　昭54年 86回

顧   問 佐藤　成生 昭27年 59回 兼子　久 　昭40年 72回 小池　一史 　昭55年 87回

顧   問 渡部　洋 昭36年 68回 髙嶋　勝平 　昭41年 73回 齋藤　弘樹 　昭55年 87回

顧   問 菅　　徹 昭37年 69回 五十嵐　丕 　昭41年 73回 遠藤　高志 　昭56年 88回

顧   問 太田　良弘 昭38年 70回 平山　静夫 　昭41年 73回 小池　宏忠 　昭56年 88回

会務監査役 村田　敏 昭45年 77回 秋野　裕 　昭42年 74回 成田　章 　昭56年 88回

会務監査役 五十嵐　康之 平02年 97回 青島　時子 　昭42年 74回 関口　太郎 　昭57年 89回

事務局長 岡部　次樹 昭43年 75回 菅野　京子 　昭43年 75回 百瀬　義徳 　昭57年 89回

事務局次長 杉山　恵子 昭45年 77回 梅津　千里 　昭43年 75回 岡本　あい 　昭57年 89回

事務局次長 伊藤　美津子 昭48年 80回 中島　恵子 　昭43年 75回 渡部　英一 　昭57年 89回

事務局次長 石川　康博 昭49年 81回 星野　茂 　昭44年 76回 大高和加子 　昭58年 90回

HP管理者 浦嶋　貞一 昭48年 80回 菅原　誠二 　昭45年 77回 長澤　重喜 　昭58年 90回

会報編集 佐藤　雄喜 昭51年 83回 今野　千保 　昭45年 77回 佐藤　稔秀 　昭59年 91回

野間　耕治 　昭46年 78回 村山　聡 　平01年 96回

令和3年度（2021）役員・事務局・幹事名簿
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