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 2019年度事業報告

議案　第1号

年　月　日 事　業　名 場　　　　所 備　　　　考

２０１９年

５月１３日（月） 会計監査
新島学園
フィリアホール

会計監査

５月２３日（木） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

総会資料確認

    ６月６日（木）
理事・評議員会
　　　　　　(総会)

マリエール高崎 参加者　１０６名（委任状２１６名）

６月２５日（火） ゴルフ大会打ち合わせ
新島学園
フィリアホール

担当期：３4期、４0期ゴルフ幹事

７月３日（水） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

「根笹会　協賛金」について打ち合わ
せ

７月１６日（火） ゴルフ大会中止連絡
新島学園
フィリアホール

各期ゴルフ委員または理事宛大会
中止連絡郵送

７月３１日（水） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

同窓会報「根笹」について打ち合わ
せ

８月３１日（土）
サマーコンサート
（一般向け）

新島学園礼拝堂
主催：新島学園中学校
　　　　　　　   高等学校

９月１日（日）
サマーコンサート
（生徒向けのみ）

新島学園礼拝堂
主催：新島学園中学校
　　　　　　　   高等学校

１０月１日(火)
同窓会報「根笹」
　　　　　　５２号発行

同窓会報「根笹」
郵送 同窓生全員に郵送

１２月２０日(日) クリスマスコンサート 軽井沢大賀ホール
主催：新島学園中学校
                  高等学校

２０２０年

１月３０日(木） 本部役員会
ホテルメトロポリタ
ン高崎

根笹賞選考会

２月２８日(金) 同窓会入会式 新島学園礼拝堂 高校卒業式予行にて

３月２日(月) 根笹賞授与式(高校) 新島学園礼拝堂 高校卒業式にて

３月１９日(木) 根笹賞授与式(中学) 新島学園礼拝堂 中学卒業式にて



議案　第2号

(単位:円)

科目 予算額 決算額 予算差異 備考

1 前年度繰越金(1) 3,757,826 3,757,826 0

2 同窓会費収入 2,220,000 2,200,000 -20,000 10,000×220名(2019年度卒業生)　69期生

3 名簿代収入 0 0 0

4 利息収入 1,000 1,039 39 定期 1,017円   普通22円
5 雑収入 2,000,000 1,887,000 -113,000 総会参加費・根笹協賛金
6 収入小計(2) 4,221,000 4,088,039 -132,961

収入合計(1)+(2) 7,978,826 7,845,865 -132,961

　支出

科目 予算額 決算額 予算差異 備考

1 印刷費 150,000 0 -150,000 同窓会報根笹印刷費
2 会議費 550,000 489,594 -60,406 総会・役員会
3 事務費 100,000 124,237 24,237 ｺﾋﾟｰﾘｰｽ90,287円   使用料33,950円
4 消耗品費 10,000 1,116 -8,884 ファイル代
5 遠征費補助金支出 250,000 180,000 -70,000 部活動大会出場補助
6 同窓会等助成金支出 250,000 260,000 10,000 各期同窓会8期分・地区根笹会補助6地区

7 旅費交通費 10,000 0 -10,000

8 通信費 100,000 69,338 -30,662 電話料金・郵便代等
9 根笹編集関連費 330,000 128,844 -201,156 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ128.844円　

10 同窓会主催事業費 1,914,020 1,114,889 -799,131 根笹送付・サマーコンサート等
11 学園祭協賛金 300,000 300,000 0

12 雑費 50,000 77,705 27,705 短大同窓会祝金・県下高校ｺﾞﾙﾌ等
13 予備費 30,000 0 -30,000

支出小計(4) 4,044,020 2,745,723 -1,298,297

当年度収支差額(2)-(4) 176,980 1,342,316 1,165,336

次期繰越(5) 3,934,806 5,100,142 1,165,336

支出合計(4)+(5) 7,978,826 7,845,865 -132,961

注:　予算差異の－は、予算未達成を意味する。

現金 59,456  振替口座　5,000 64,456

普通預金　群馬銀行/安中支店 No.446478 5,035,686

　　　繰越金残高計(a) 5,100,142

固定性定期預金　群馬銀行/安中支店 No.368546 (b) 12,000,000

      正味財産(a)+(b) 17,100,142

２０１９年度　収支決算書　(一般)

(2019.4.1～2020.3.31)

財産目録





 
 2020年度事業計画(案）

議案　第3号

年　月　日 事　業　名 場　　　　所 備　　　　考

２０２０年

４月２２日（水） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

総会について

６月４日（木）
理事・評議員会
　　　　　　(総会)

郵送による書面決
議

総会資料HP掲載

７月 本部役員会
新島学園
フィリアホール

同窓会報「根笹」打ち合わせ

８月３１日（月）
サマーコンサート
（一般向け）

新島学園礼拝堂
主催：新島学園中学校
　　　　　　　   高等学校

９月１日（火）
サマーコンサート
（生徒向けのみ）

新島学園礼拝堂
主催：新島学園中学校
　　　　　　　   高等学校

中止
第４２回ゴルフ大会
(新型コロナウィルス感
染症防止の為中止）

富岡クラブ 担当期：３4期、４0期（次年度継続）

１０月１日(木)
同窓会報「根笹」
　　　　　　５３号発行

同窓会報「根笹」
郵送

１０月中旬 本部役員会
新島学園
フィリアホール

１２月２６日(土) ウィンターコンサート 軽井沢大賀ホール
主催：新島学園中学校
                  高等学校

２０２1年

１月中旬 本部役員会 未定 根笹賞選考会

２月２６日(金) 同窓会入会式 新島学園礼拝堂 高校卒業式予行にて

３月1日(月) 根笹賞授与式(高校) 新島学園礼拝堂 高校卒業式にて

３月１９日(金 ) 根笹賞授与式(中学) 新島学園礼拝堂 中学卒業式にて



議案　第4号

　収入 (単位:円)

科目 前年度決算額 予算額 増減 備考

1 前年度繰越金(1) 3,757,826 5,100,142 1,342,316

2 同窓会費収入 2,200,000 6,250,000 4,050,000 10,000×６２５名 (中１・高１・高３ 合計)
3 名簿代収入 0 0 0

4 利息収入 1,039 1,000 -39 前年実績
5 雑収入 1,887,000 1,900,000 13,000 総会参加費・根笹協賛金
6 収入小計(2) 4,088,039 8,151,000 4,062,961

収入合計(1)+(2) 7,845,865 13,251,142 5,405,277

　支出

科目 前年度決算額 予算額 増減 備考

1 印刷費 0 10,000 10,000 根笹印刷費

2 会議費 489,594 500,000 10,406 総会費・会議費
3 事務費 124,237 130,000 5,763 ｺﾋﾟｰﾘｰｽ料・使用料

4 消耗品費 1,116 5,000 3,884

5 遠征費補助金支出 180,000 200,000 20,000 部活動大会出場補助
6 同窓会等助成金支出 260,000 300,000 40,000 同窓会・地区根笹会補助
7 旅費交通費 0 10,000 10,000 事務局関係旅費

8 通信費 69,338 70,000 662 電話料金・郵便代等
9 根笹編集関連費 128,844 130,000 1,156 ﾎｰﾑﾍﾟｰジ更新料

10 同窓会主催･共催事業費 1,114,889 1,200,000 85,111 新島学園ｻﾏｰｺﾝｻｰﾄ･根笹送付費用等

11 学園祭協賛金 300,000 0 -300,000

12 雑費 77,705 80,000 2,295

13 予備費 0 30,000 30,000

支出小計(4) 2,745,723 2,665,000 -80,723

当年度収支差額(2)-(4) 1,342,316 5,486,000 4,143,684

次期繰越(5) 5,100,142 10,586,142 5,486,000

支出合計(4)+(5) 7,845,865 13,251,142 5,405,277

注:　増減欄の－は、前年実績を下回る予算額を意味する。

資産の部 前年実績 予算額
現金・振替口座 64,456 0

5,035,686 10,586,142

　　　繰越金残高計(a) 5,100,142 10,586,142

12,000,000 12,000,000

      正味財産(a)+(b) 17,100,142 22,586,142

※収入の部2同窓会費収入について、2019年度総会において、｢中学校入学後の初年度に1万円、高等学校入学初年度に
1万円とし、終身会費とする。｣会則変更が承認された初年度のため3学年分の入金となる。

定期預金　群馬銀行/安中支店 No.368546

2020年度　収支予算書[案]　　(一般)　　　　　

(2020.4.1～2021.3.31)

財産目録

普通預金　群馬銀行/安中支店 No.446478



 2019年度地区根笹会・各期同期会開催状況
（2019年4月～2020年3月）

報告　第1号　

〈地区根笹会〉

地　　　　区 開 　催　 日 場　　　　所 参 加 人 数

吾妻根笹会 - - -
伊勢崎･佐波根笹会 ６月29日（土） 伊勢崎プリオパレス 　　　　　　　　　９名

東京根笹会 ７月５日（金） 日本外国特派員協会 中止

安中根笹会 ７月６日（土） 並木苑 　　　　　　　　　　９０名

高崎根笹会 10月４日（金） ディア･フィオーレ･マリエール高崎 　　　　　　　　８７名

前橋根笹会 10月26日（土） リストランテ　チィニョ 　　　　　　　　４５名

富岡かんら根笹会 11月９日(土) アミューズ富岡 　　　　　　　　　　５０名

桐生根笹会 ９月２８日（土） 桐生プリオパレス 　　　　　　　　　　３５名

埼玉根笹会 - - -
軽井沢根笹会 - - -
〈同期会〉

期 開　 催　 日 場　　　　所 参 加 人 数

１４期
2019年９月６日（金）

～７日(土）
レークサイドゆうすげ ２６人

６期
2019年９月５日（木）

～６日(金）
伊豆・大仁ホテル １８人

5期
2019年１０月１３日（土）

～１４日(日）
ホテル磯部ガーデン ２１人

２１期 2019年１０月６日（日） 暢神荘 　　　２７人

１５期 2019年１１月１５日（土） ホテルメトロポリタン高崎 ３５人

１９期 2019年１１月２３日（土） ディア･フィオーレ･マリエール高崎 ３２人

４６期 2019年１１月３０日（土）
高崎ワシントンホテルプラ
ザ

　　４７人

67期 2020年1月11日（土） ホワイトイン高崎 　　９０人

2020年度　開催予定

〈地区根笹会〉

地　　　　区 開 　催　 日 場　　　　所 参 加 人 数

吾妻根笹会 未定 -
東京根笹会 未定 -
安中根笹会 未定 -
高崎根笹会 2020年10月２日(金）18時00分予定 ディア･フィオーレ・マリエール高崎

前橋根笹会 - -
富岡かんら根笹会 2020年11月7日（土）18時00分予定 アミューズ富岡

伊勢崎･佐波根笹会 延期 -
桐生根笹会 - -
埼玉根笹会 - -
軽井沢根笹会 未定 -
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