
平成２５年度静岡県立富士東高等学校同窓会総会  

平成２５年１０月１２日（土）１７：００	 ホワイトパレス 

次	 	 第 

１	 開会のことば	 	 志田	 	 誠	 副会長 

２	 挨	 拶	 	 	 	 	 清	 	 秀人	 会長 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 川村	 典男	 校長 

３	 議	 事	  

（１）平成２４年度同窓会事業報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 事務局 

（２）平成２４年度同窓会会計決算報告	 	 	 	 	 	 	 会計 

同窓会会計監査報告並びに承認	 	 監査 

（３）平成２５年度同窓会役員（案）	 	 	 	 	 	 	 	 事務局 

（４）平成２５年度同窓会事業計画（案）	 	 	 	 	 	 事務局 

（５）平成２５年度同窓会予算（案）	 	 	 	 	 	 	 	 会計 

その他 

 
 
	  

	 	 	 	  
 

４	 閉会のことば	 	 志田	 	 誠	 副会長 

 



平成 24年度静岡県立富士東高等学校同窓会事業報告 

 
 

4月 6日	  	 入学式	 同窓会長	 副会長出席 

6月 3日	  	 東雲祭	  

8月 18日	 	 同窓会理事会 

10月 13日	  同窓会総会 

12月 21日	  卒業記念品購入	 ホルダー 

2月 28日	   同窓会入会式	 同窓会長出席	 卒業生へ記念品 

3月 1日	 	  卒業式	 同窓会長	 副会長出席 

 
 
 

その他 

	 東海・全国大会参加部活への激励 

	 学校教育活動への援助 

	 同窓会会員名簿管理 

	 同窓会誌「東雲しののめ」発行 

 
 
 
 
 



収支決算 収入総額 5,955,279 円

支出総額 1,288,837 円

差引残高 4,666,442 円

項　　目 金　　額

繰越金 ¥3,659,585

雑収入 ¥534

入会金 ¥2,295,160

計 ¥5,955,279

事業費

印刷製本費 ¥41,000

卒業記念品費 ¥259,665

補助費 ¥197,000

管理費

会議費 ¥308,688

事務費 ¥478,984

通信運搬費 ¥3,500

備品費 ¥0

積立金 ¥0

雑費 ¥0

予備費 ¥0

計 ¥1,288,837

¥4,666,442

平成25年9月13日

監 査 長谷川�哲也

監 査 杉山�幸弘

差　引　残　高

会 計 監 査 報 告

上記の決算について証拠書類、出納簿を精査したところ、適正かつ正確であることを認めます。

支
　
　
　
　
出

富士ニュース社広告代

卒業証書入れ

吹奏楽部ほか激励金、同窓会補助金

同窓会準備　会議費

HP製作費及び事務用品

ハガキ代

平成２４年度　静岡県立富士東高等学校同窓会　会計決算書

収
　
　
　
　
入

平成23年度同窓会会計繰越金

受取利息

富士東高等学校



平成 25年度静岡県立富士東高等学校同窓会事業計画（案） 

 
 

4月 5日	 	 	 入学式	  

6月 2日	 	 	 東雲祭 

9月 14日	 	   同窓会理事会 

10月 12日	 	  同窓会総会 

12月 20日	 	 卒業記念品購入	 卒業証書ホルダー 

2月 28日	 	 同窓会入会式	  

3月 1日	 	 	 卒業式 

 
 
 

その他 

東海・全国大会参加部活への激励 

学校教育活動への援助 

同窓会会員名簿管理 

	 同窓会誌「東雲しののめ」発行 

 
 
 
 
 



平成 25年度静岡県立富士東高等学校同窓会会計予算（案） 

 

収入の部 

 

繰越金	 	 	 	 	 ４，６６６，４４２円	 平成 24年度繰越金 

入会金	 	 	 	 	 ２，０４０，０００円	 平成 25年度卒業生より 

校歌 CD	 	 	 	 	 	 	 ８３，４００円	 平成 25年度入学生より 

雑収入	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２００円	 利息	 	 	 	 	 	 	 	 	  

合計	 	 	 	 	 	 ６，７９０，０４２円 

 
 

支出の部 

  

補助費	 	 	 	 	 	 	 ２００，０００円	 激励金 

記念品費	 	 	 	 	 	 ３００，０００円	 卒業記念品 

渉外費	 	 	 	 	 	 	 	 ３０，０００円	 渉外活動経費 

事務費	 	 	 	 	 	 	 ３００，０００円	 事務用品等 

事業費	 	 	 	 	 １，０００，０００円	 総会・懇親会 

部活動振興費	 	 	 	 ３００，０００円	 部活動支援 

予備費	 	 	 	 	 ４，９６０，０４２円	 	 	 	 	 	  

合計	 	 	 	 	 	 ６，７９０，０４２円 


