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2021年度 活動報告 

１．概況 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大から２年が経過しましたが、いまだに収束の見通し
が立ちません。このような状況下において「どのようにすれば、いつもどおりの同窓会活動
ができるのか。」を模索してきた 1年でした。 

当番幹事である平成 13年卒業「01（ゼロワン）会」は、例年どおりの対面開催による同
窓会総会を目指して準備を進めておりましたが、状況的に断念せざるを得ませんでした。 
対面開催は断念したものの、それ以外の方法を検討し、オンラインでの総会・懇親会開催に
こぎつけることができました。皆様にはオンラインという初めての試みにより、その参加に
際して、ご不便をおかけいたしました。 
また、県外はもとより海外からもご参加くださいました同窓生の皆様へ改めて感謝申し上

げます。 

関東支部及び関西支部の総会は、残念ながら本年度も中止となりました。既に両支部にお
いては、2022年度支部総会の開催に向けて準備を始めております。 

委員会活動は、各委員長を筆頭に若い世代を中心とした新たなメンバーで始動しました。
対面での活動が困難な時期には、オンラインで会議を行い、それぞれの委員会が「今、でき
ること」に取り組みました。同窓会報についても、コロナ禍ではありましたが、例年以上に
充実した内容で構成されております。また、特別委員会として「デジタル推進委員会（DX委
員会）」を設置いたしました。その取り組みの一環として、理事会・評議員会のご案内と出
欠の回答については、LINE、メール及び高校同窓会WEBサイトで行う運用が始まりました。
その他同窓会情報の提供ツール等について準備を進めております。 

７月には中学校・高校の在学生がISS（国際宇宙ステーション）の宇宙飛行士とアマチュ
ア無線で交信するという「西南スクールコンタクト」が開催されました。無線部OBOGを中
心とした実行委員会が開催し、高校同窓会と中学校同窓会でバックアップいたしました。本
件は、高校同窓会が目指す「オール西南」への取り組みに相応しいものであったと自負して
おります。 

一般財団法人 西南一粒の麦基金の無料英語教室「西南イングリッシュアカデミー」は、オ
ンラインによる授業を行い、里親家庭で暮らす子ども達を応援する活動は、昨年同様、同窓
生の協力のもと各家庭にお寿司を配達することができました。 
 

２．会務の細目 

【全  体】  
（１） 理事会（書面による開催 1回を含む） 4回 
（２） 評議員会（書面による開催 3回を含む） 7回 
（３） 定期総会（オンライン開催） 1回 
（４） 支部総会（関東・関西） 0回 
  
【各委員会】  
（５） 執行部・委員長会 11回 
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（６） 情報委員会（オンライン開催 2回含む） 4回 
（７） 母校連携委員会 5回 
（８） 広報委員会 7回 
（９） 総会委員会 20回 
（10） 総務会 8回 
  
【会務関係】  
（11） 同窓会報の発行 1回 
（12） 年次会奨励 80,000円 
（13） 生徒活動支援（スクールコンタクト含む） 600,000円 
（14） クラブ活動支援金 230,000円 
（15） 広報活動（スポーツフェスタ） 146,553円 
（16） 入会歓迎（卒業記念品贈呈） 402,930円 
  
【学院、同窓会連合会関係】  
（17） 同窓会連合会常任理事会 2回 
（18） 同窓会連合会支部連絡協議会 0回 
（19） 西南学院・同窓会連合会懇談会 1回 
（20） 三同窓会専務理事会 10回 
（21） 第 89号同窓会報 会報委員会 7回 
  

３．役員（2021年 7月 1日～2023年 6月 30日） 

名 誉 会 長 早川  寛（校長） 
会 長 川崎 俊雄（S55） 
副 会 長 乙藤 計造（S53）・ 吉田 忠司（S54） 
専 務 理 事 髙橋 浩一（S59） 
常 務 理 事 津田 敏道（S58）・ 坂東 浩明（H02） 
理 事 40名 
支 部 長 
（ 理   事 ） 

（関東支部）髙橋 幸平（S59） 
（関西支部）香山 忠裕（H04） 

相 談 役 河津 善博（S47） 
顧 問 張  光陽（S53）・ 江副 裕紀（S54） 
監 事 山下 幸典（S57）・ 林田 浩明（S58） 
評 議 員 307名 

  

４．会員数 

2021年 3月 31日現在 31,680名 
2022年 3月 31日（新入会員） 409名 
2022年 4月 1日現在 32,089名 
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５．重点活動の検証等 

【執行部】 
（１）同窓会連合会との連携強化 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に翻弄されながらも、原則毎月１回の三専務理
事会を継続し、同窓会連合会の本来の機能を取り戻せるよう同窓会事務局とも連携に
努めた。 

（２）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動の周知 
各会合において活動報告を行い、財団が作成した５周年記念の冊子を活用して広報に
努めた。 

（３）コロナ禍における総会・懇親会の開催の検討 
当初は対面開催で検討していたが、コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、オンラ
イン開催という初の試みに挑戦した。 

（４）状況に左右されない同窓会活動継続体制の構築 
次のとおり、同窓会活動を継続するための取り組みを行った。 
・評議員会の書面決議における回答にWEBサイトの利用を導入 
・評議員会のライブ配信 
・総会のオンライン開催 
・デジタル推進特別委員会（DX委員会）の設置 

（５）アフターコロナにおける同窓会活動の円滑な運営 
アフターコロナに向けて、現在行っている活動とその経験を踏まえて、円滑な運営を
するための準備を進めている。 
 

【情報委員会】 
（１）会員情報管理体制の継続と改善 

同窓会事務局と連携し、更新情報の共有及び名簿更新の迅速化を継続。 
同窓会ホームページにおける同窓生、評議員等の情報更新の累計は、システム運用開
始時から住所変更 869名、改姓 99名。 
 

【母校連携委員会】 
（１）母校教職員及び後援会との連携強化 

新型コロナウイルス感染症の影響で、教職員・後援会との更なる連携強化は図れなか
った。 

（２）クラブ活動を中心とした在校生情報の収集と管理 
全国大会に出場した放送部とヨット部に支援金を贈呈した。 

（３）同窓会による進路相談・進路講演活動の実現 
新型コロナウイルス感染症の影響で、母校と接触ができず、取り組めなかった。 
 

【広報委員会】 
（１）同窓会への参加促進のための同窓会報の更なる充実 

バラエティ豊かな同窓生の活動や出来事をタイムリーに会報へ掲載できた。 
（２）ホームページ、ＳＮＳ等での情報発信の迅速化 

他の委員会と連携して得た情報を速やかにホームページやSNSを通じ発信できた。 
（３）ホームページに掲載している「同窓会史」の充実 

同窓会総会・懇親会の開催時期及び方法の変更の影響により、情報収集、活動時間の
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確保が困難となり、満足な取り組みができなかった。 
（４）同窓会及び同窓生の活動の報道機関等への情報発信 

特に発信することはなかった。 
（５）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動についての情報発信 

同窓会報への活動記事掲載を行った。 
 

【総会委員会】 
（１）コロナ禍での同窓会総会の実現 

対面での開催は叶わなかったが、オンライン開催にて同窓会総会を実現した。 
 

６．中期活動目標の検証 

【執行部】 
（１）若年同窓生の意識向上に向けた同窓会全体としての取り組み 

母校連携委員会と総会委員会が協力し、卒業時の評議員へ同窓会についてのレクチャ
ーを行った。 

（２）同窓会連合会の一体感ある行事等の実現 
行事の実現はできなかった。 

（３）同窓会事務の支援体制強化 
着手できなかった。 

（４）同窓生顕彰制度の創設 
着手できなかった。 
 

【情報委員会】 
（１）会員情報（同窓会名簿）管理システムの運用強化 

会員情報管理システムについて、セキュリティを向上させた運用を開始し、学院と同
窓会事務局間の連携が確立された。 
 

【母校連携委員会】 
（１）生徒会やクラブ活動を中心とした現役学生との交流 

無線部OBOGと協力して、在学生に国際宇宙ステーションとアマチュア無線で交流す
る機会（スクールコンタクト）を提供。 
毎年スポーツフェスタで飲料水を提供していたが、本年はスポーツフェスタの延期に
ともない、時期をずらして「残暑見舞い」という形式で飲料水を提供した。 

（２）学年バッジ（3色）の復活 
新型コロナウイルス感染症の影響で、バッジ導入について提案する機会がなかった。 
 

【広報委員会】 
（１）ホームページやＳＮＳ等を活用し、母校のブランド力アップを図る 

同窓生の皆様や各委員会からの情報を元に、様々な同窓会活動、同窓生に関する情報
を発信することができた。 

（２）当番学年や他の委員会と連携し、同窓会活動の情報発信をホームページやＳＮＳ等で
行う 
他の委員会及び当番幹事と連携し、的確な同窓会活動情報の発信を行った。 
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【総会委員会】 
（１）若い世代の同窓会活動への参加促進 

新型コロナウイルス感染症の影響下において、若い世代の評議員会出席率低下を防ぐ
ことができなかった。 

（２）チケット販売の多様化の確立 
オンラインでのチケット販売を検討したが、今年度は開催において不確実要素が多く
実現できなかった。 
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一般会計

（収入の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 備考

会費（2022年3月卒） 12,270,000 12,210,000 ▲ 60,000 2022年3月卒業生数407名

会費（他学年卒） 0 60,000 60,000

総会収入 13,360,000 4,823,404 ▲ 8,536,596

雑収入 0 160 160 預金利息

前期繰越金 23,602,192 23,602,192 0

合計 49,232,192 40,695,756 ▲ 8,536,436

（支出の部）

科目 予算額 決算額 差異 備考

会議費 1,000,000 400,200 ▲ 599,800 理事会・評議員会・執行部会

委員会活動費 970,000 521,403 ▲ 448,597 選考委員会・執行部及び総務活動費含む

連合会・学院対応活動費 300,000 121,500 ▲ 178,500

支部活動費 500,000 200,000 ▲ 300,000 関西支部・関東支部各10万円

年次会奨励金 360,000 80,000 ▲ 280,000 各年次会等実施時の郵送代金補助

分担金 1,000,000 1,000,000 0 事務局（90万円）・連合会（10万円）

通信費 250,000 168,512 ▲ 81,488 切手・往復ハガキ等

交通費 650,000 0 ▲ 650,000 支部総会出席交通費補助

印刷費 20,000 30,030 10,030

修繕費 0 132,000 132,000 高校チャペル修理

消耗品費及び雑費 10,000 9,900 ▲ 100

手数料 15,000 9,003 ▲ 5,997 振込手数料

役員顕彰弔慰金 60,000 34,200 ▲ 25,800  

同窓会総会関連経費 13,360,000 3,963,916 ▲ 9,396,084 　

新卒者チケット負担金 250,000 0 ▲ 250,000 新卒者チケット負担（関東・関西）

若年層発掘経費 100,000 0 ▲ 100,000

生徒活動支援金 300,000 600,000 300,000 スクールコンタクト含む

クラブ活動支援金 1,000,000 230,000 ▲ 770,000

入会歓迎費 300,000 402,930 102,930 2022年3月卒業生記念品

広報費 300,000 146,553 ▲ 153,447 スポーツフェスタ

会報費 1,800,000 1,800,000 0

ＩＴ関連経費 300,000 300,000 0 同窓会ホームページ関連費用

財団へ寄付 2,000,000 2,000,000 0

連合会分担金 500,000 0 ▲ 500,000 名簿システム三同窓会分担金等

予備費 100,000 0 ▲ 100,000

支出合計 25,445,000 12,150,147 ▲ 13,294,853

次期繰越金 23,787,192 28,545,609 4,758,417

合計 49,232,192 40,695,756 ▲ 8,536,436

収支決算書（2021年4月1日～2022年3月31日）
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　 （単位：円）

金額

1,557,956

28,545,609

30,103,565

※ １．預金の内訳

福岡銀行 普通預金 866,171円 一般会計

西日本シティ銀行 普通預金 27,079,438円 一般会計 　

西日本シティ銀行 普通預金 1,557,956円 賛助会

計 29,503,565円

※ ２．仮払金の内訳

600,000円

計 600,000円

貸借対照表（2022年3月31日現在）

資産の部 負債及び基本金の部

科目 金額 科目

2022年度　定期総会準備金

当期剰余金

預金 29,503,565 賛助会

仮払金 600,000

合計 30,103,565 合計
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特別会計

（収入の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 備考

賛助会費収入 0 100,000 100,000 2021年度賛助金 1件

雑収入 0 12 12 預金利息

前期繰越金 1,458,274 1,458,274 0

合計 1,458,274 1,558,286 100,012

（支出の部）

科目 予算額 決算額 差異 備考

手数料 0 330 330 残高証明手数料

支出合計 0 330 330

次期繰越金 1,458,274 1,557,956 99,682

合計 1,458,274 1,558,286 100,012

賛助会収支決算書（2021年4月1日～2022年3月31日）
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2022年度 活動計画 

１．基本方針 

会員の同窓会への意識向上を図り、会の円滑な運営と大学・中学同窓会との連携強化を目指
し、学院及び母校の発展へ寄与する。 

２．基本活動 

（１）組織の充実・強化及び会員の把握 
（２）各委員会の充実 
（３）年次別同窓会活動の奨励 
（４）定期総会の充実・発展 
（５）入会歓迎（卒業記念品贈呈） 
（６）母校及び学院との関係強化並びに生徒への支援 
（７）オール西南への取り組み 

３．今期重点活動 

【執行部】 
（１）同窓会連合会との連携強化 
（２）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動の周知 
（３）同窓会運営のＤＸ推進 
（４）当番幹事制の維持及び強化 
（５）クラブＯＢ・ＯＧ会の組織作り 
 
【情報委員会】 
（１）会員情報の管理体制の改善及びＤＸの推進 
 
【母校連携委員会】 
（１）母校教職員及び後援会との連携強化 
（２）クラブ活動を中心とした現役生の情報収集と管理 
（３）母校に掲示されている聖句を毎月高校同窓会ホームページに掲載 
 
【広報委員会】 
（１）同窓会報の更なる充実 
（２）ホームページ、ＳＮＳ等による、同窓会活動の速やかな情報発信 
（３）ホームページに掲載している「同窓会史」の充実 
（４）同窓会及び同窓生の活動の報道機関等への情報発信 
（５）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動についての情報発信 
 
【総会委員会】 
（１）会場使用の対面型総会・懇親会を目指す 
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【デジタル推進委員会（ＤＸ委員会）】 
（１）同窓会ホームページでの理事会・評議員会の案内及び出欠取りまとめの定着 
（２）公式 YouTubeチャンネル、LINE公式アカウント等を活用した同窓会広報活動の強

化（広報委員会と連携） 
（３）評議員選出及び情報変更をWeb上で登録する仕組み作り（情報委員会と連携） 
 

４．中期活動目標 

【執行部】 
（１）若年同窓生の意識向上に向けた同窓会全体としての取り組み 
（２）同窓会連合会の一体感ある行事等の実現 
（３）支部活動の活性化支援 
（４）同窓会事務の支援体制強化 
（５）同窓生顕彰制度の創設 
 
【情報委員会】 
（１）会員情報（同窓会名簿）管理体制の適正化 
（２）ＤＸを活用した情報管理の推進 
 
【母校連携委員会】 
（１）クラブＯＢ・ＯＧ会組織化への全面協力 
（２）現役生に対する同窓会活動のＰＲ活動 
 
【広報委員会】 
（１）ホームページ及びＳＮＳ等を通じ、母校のブランド力アップに貢献する 
（２）当番学年及び他の委員会と連携し、同窓会活動の情報発信をホームページ、ＳＮＳ

等を通じて行う 
 
【総会委員会】 
（１）若い世代の同窓会活動への参加促進 
（２）チケット販売の多様化の確立 
 
【デジタル推進委員会（ＤＸ委員会）】 
（１）同窓会各種会議でのペーパーレス化 
（２）総会チケットやグッズのネット販売（総会委員会と連携） 
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一般会計

（収入の部） （単位：円）

科目 2021年度決算額 2022年度予算額 差異 備考

会費（2023年3月卒） 12,210,000 12,870,000 660,000 2023年3月卒業生数429名

会費（他学年卒） 60,000 0 ▲ 60,000

総会収入 4,823,404 12,550,000 7,726,596

雑収入 160 0 ▲ 160 預金利息

賛助会繰入 0 0 0

積立金取崩 0 0 0

前期繰越金 23,602,192 28,545,609 4,943,417

合計 40,695,756 53,965,609 13,269,853

※2021年度決算額は見込み

（支出の部）

科目 2021年度決算額 2022年度予算額 差異 備考

会議費 400,200 900,000 499,800 理事会・評議員会・執行部会

委員会活動費 521,403 900,000 378,597 選考委員会・執行部及び総務活動費含む

連合会・学院対応活動費 121,500 300,000 178,500

支部活動費 200,000 500,000 300,000 関西支部・関東支部各25万円

年次会奨励金 80,000 300,000 220,000 各年次会等実施時の郵送代金補助

分担金 1,000,000 1,000,000 0 事務局（90万円）・連合会（10万円）

通信費 168,512 200,000 31,488 切手・往復ハガキ等

交通費 0 600,000 600,000 支部総会出席交通費補助

印刷費 30,030 30,000 ▲ 30

消耗品費及び雑費 9,900 10,000 100

手数料 9,003 30,000 20,997 振込手数料

役員顕彰弔慰金 34,200 60,000 25,800  

同窓会総会関連経費 3,963,916 12,550,000 8,586,084 　

新卒者チケット負担金 0 800,000 800,000 関東・関西・（福岡）

若年層発掘経費 0 230,000 230,000 卒業18年目の同窓会

生徒活動支援金 600,000 300,000 ▲ 300,000

クラブ活動支援金 230,000 800,000 570,000

入会歓迎費 402,930 429,000 26,070 2023年3月卒業生記念品（卒業生×1,000円）

広報費 146,553 250,000 103,447 文化祭・スポーツフェスタ

会報費 1,800,000 1,800,000 0

ＩＴ関連経費 300,000 500,000 200,000 同窓会ホームページ関連費用

財団へ寄付 2,000,000 2,500,000 500,000

連合会分担金 0 100,000 100,000 名簿システム三同窓会分担金等

修繕費 132,000 0 ▲ 132,000

新規取組事業費 0 200,000 200,000 ＯＢ・ＯＧ会他

予備費 0 100,000 100,000

支出合計 12,150,147 25,389,000 13,238,853

次期繰越金 28,545,609 28,576,609 31,000

合計 40,695,756 53,965,609 13,269,853

収支予算書（2022年4月1日～2023年3月31日）
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林田　浩明

相談役

河津　善博

張　　光陽

江副　裕紀

顧　問

監　事

 ※委員会の☆は委員長、★は副委員長。
 ※総務の◆は、理事兼務。
 ※デジタル推進委員会は、会則第31条に定められた特別委員会。

山下　幸典

川崎　俊雄

会　長

乙藤　計造

副会長

髙橋　浩一

専務理事

　 高木　禎晋 平成
06年

　 張　端宏 平成
15年

 ★杉山　英治 平成
08年

　 松尾　恭明 平成
04年

　 金子　　愛 平成
11年

　 出口　伸 平成
05年

　 市丸 健太郎 平成
14年

平成
01年

　 福澤　　久 平成
09年

 ★田中　哲也 昭和
55年

　 佐藤　亮太 平成
10年

 　小田　祥和 昭和
58年

　 福澤　　久 平成
09年

総会委員会　 柳　　軍次 昭和
61年

　 西村　　淳 平成
18年

 ☆坂田　博紀

　 江頭　実慶 平成
12年昭和

58年  　乙藤　計造 昭和
53年

　 杉山　英治 平成
08年 　 古川　　剛 平成

02年

 ☆坂東　浩明 平成
02年

 　髙橋　　仁 平成
01年 　 大神　善通 昭和

62年

平成
07年

　 吉田　隆治 昭和
62年

　 島中　　瞳 平成
11年

昭和
57年

デジタル推進委員会（ＤＸ委員会）

情報委員会

 ☆髙橋　　仁 平成
01年

 ★白谷　卓也 平成
03年

 ◆古賀　一生 平成
08年

　 川口　二郎 昭和
56年

 　松村　　聡

昭和
54年

 　梅津 太一郎 平成
10年

 ◆松村　　聡 平成
07年

総　務　 　 井手　孝行 平成
07年昭和

53年  　加賀田 真一郎 昭和
55年

 ◆髙橋　　仁 平成
01年

平成
01年

　 西村　　淳 平成
18年

 　中村　誠吾 平成
06年

　 小林　桃子 平成
21年

平成
17年昭和

47年
関東 関西

　 髙橋　幸平 昭和
59年

　 香山　忠裕 平成
04年

　 岩切　　直

母校連携委員会

 ☆森島　　弘 昭和
62年

 ★古賀　一生 平成
08年

支部長（理事）
　 日下部　肇 昭和

59年
　 中満　史奈

 ★木須　敏範 平成
11年

平成
02年

　 柳　　軍次 昭和
61年

　 橋本　泰孝 平成
12年

　 青木　栄作 平成
05年昭和

58年

昭和
54年

　 波左間 達郎 昭和
61年

吉田　忠司

津田　敏道 坂東　浩明

常務理事

昭和
56年

　 古川 波留香 平成
10年

昭和
53年

　 中山　真一 昭和
57年

　 青柳　瑠美 平成
10年

昭和
55年

昭和
59年

　 坂本　茂生

2022年度　組織図

執 行 部

広報委員会

 ☆織田　洋輔 平成
01年

　 大町　佳子 平成
09年
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西南学院高等学校同窓会 関東支部 

１．2021年度 活動報告 

（１）関東支部総会・懇親会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の見地から中止とした。 
2021年 10月 オンライン同窓会総会へ（有志が）参加した。 

（２）幹事会等 
2021年 12月 対面による会議を実施した。 
関東理事 LINEグループによる打ち合わせは、随時実施した。 

（３）幹事・有志忘年会 
2021年 12月 幹事会後に少人数で開催した。 

２．2022年度 活動計画 

（１）同窓会運営のデジタル化移行の推進（運営コストダウン･個人情報管理強化） 
昨年度果たせなかった「総会・懇親会出欠確認往復ハガキ」から WEB シス
テムを利用した確認へ移行（運用）開始する。 

（２）関東同窓会開催 
福岡・東京の当番幹事学年（平成 14年）連携による、3年ぶりの対面による
開催に向け、準備を進める。 

３．具体的な活動ポイント等 

（１）SNS活用による柔軟な会運営 
facebookに加え Instagram等、他のツール活用を模索する。 

（２）総会・同窓会以外の集合機会の計画実施 
忘年会・新年会など総会とは違う場面への参加を促進する。 

（３）幹事学年サポート強化 
昨年・当年・次年度世代の連携強化する施策を講じる。 
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（収入の部） （単位：円）

2021年度
決算額

2022年度
予算額

差異

活動支援金 100,000 250,000 150,000 本部からの支部活動支援金

総会・懇親会支援金 0 15,000 15,000 本部からの新卒者参加補助

総会収入 0 370,000 370,000 祝儀含む

雑収入 16 0 ▲ 16 預金利息等

前期繰越金 1,858,522 1,953,708 95,186

1,958,538 2,588,708 630,170

（支出の部）

2021年度
決算額

2022年度
予算額

差異

総会・懇親会関連経費 4,610 578,000 573,390

会議費 0 22,000 22,000

消耗品費及び雑費 220 35,000 34,780

4,830 635,000 630,170

1,953,708 1,953,708 0

1,958,538 2,588,708 630,170

（単位：円）

現金 379 前期繰越正味財産額 1,858,522

普通預金 1,953,329 当期正味財産増減額 95,186

1,953,708 1,953,708

科目 金額 科目 金額

資産計 負債・正味財産計

次期繰越金

合計

貸借対照表（2022年3月31日現在）

資産の部 負債及び正味財産の部

科目 備考

総会準備費含む

デジタル化準備費用等

支出合計

西南学院高等学校同窓会 関東支部
2021年度 収支決算書 及び 2022年度 収支予算書

科目 備考

合計
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西南学院高等学校同窓会 関西支部 

１．2021年度 活動報告 

（１）関西支部総会・懇親会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とした。 

（２）幹事会・役員会の開催 
7回（全てリモ－ト会議／4月、7月、9月［2回］、12月、1月、3月） 

（３）同窓会総会案内をハガキからメールによる案内に変更するため、メールアド
レスを登録するメールフォームを作成した。 

２．2022年度 活動計画 

（１）コロナ禍で開催が 2年間中止されていた関西支部総会については、本年度開
催に向け準備を行う。状況により､オンライン配信も検討する。 

（２）幹事会・役員会を定期開催（5月、6月、8月、9月、10月、3月）する。 
また、適宜臨時幹事会を開催し、関西支部の運営と進捗を確認する。 

（３）本年度の総会開催（9月～11月）に向け、本部及び同窓会事務局、当番幹事
と連携する｡ 

３．具体的な活動ポイント等 

（１）三役会を通じてスピーディな問題提起と判断を行い､幹事会にて十分な協議を
行い､開かれた組織作りを目指す｡ 

（２）本部同窓会総会に準じた総会開催を、本部と当番幹事と連携して目指す。ま
た、関西地区在住同窓生の開拓を行い、同窓会総会参加者の増加を狙う｡ 

（３）関西地区開催の高校総体等の大会に母校が参加の場合は、応援を通して在校
生の支援と交流を行う｡ 

（４）SNS等を利用して関西支部の活動情報を発信する｡ 
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（収入の部） （単位：円）

2021年度
決算額

2022年度
予算額

差異

活動支援金 100,000 250,000 150,000 本部からの支部活動支援金

総会・懇親会支援金 0 40,000 40,000 本部からの新卒者参加補助

総会収入 0 250,000 250,000 @5,000円×50

雑収入 4 0 ▲ 4 預金利息等

前期繰越金 786,598 841,162 54,564

886,602 1,381,162 494,560

（支出の部）

2021年度
決算額

2022年度
予算額

差異

総会・懇親会関連経費 0 290,000 290,000

会議費 41,000 50,000 9,000

旅費交通費 4,000 100,000 96,000

通信費 0 2,000 2,000

消耗品費及び雑費 440 3,000 2,560

印刷費 0 20,000 20,000

慶弔費 0 30,000 30,000

予備費 0 30,000 30,000

45,440 525,000 479,560

841,162 856,162 15,000

886,602 1,381,162 494,560

（単位：円）

現金 5,869 前期繰越正味財産額 786,598

普通預金 835,293 当期正味財産増減額 54,564

841,162 841,162

科目 金額 科目 金額

資産計 負債・正味財産計

次期繰越金

合計

貸借対照表（2022年3月31日現在）

資産の部 負債及び正味財産の部

科目 備考

支出合計

西南学院高等学校同窓会 関西支部
2021年度 収支決算書 及び 2022年度 収支予算書

科目 備考

合計

- 17 -


	報告書
	決算書（評議員会用）
	貸借対照表
	賛助会決算書

	報告書
	予算書（評議員会用）

	報告書
	2022(005)

	報告書
	予算書（評議員会用）

	評議員会
	評議員会
	決算・予算書・貸借対照表


	評議員会
	決算・予算書・貸借対照表
	評議員会
	決算・予算書・貸借対照表





