
第22回 武蔵野東学園同窓会 総会
～2019年6月8日（土）15:00～
武蔵野東小学校サンライズホールにて

・開会の言葉
・挨拶 ～同窓会会長・豊島様より～
・議長選出
・議事
・挨拶 ～幼稚園同窓会副会長・田島様より～
・お知らせ
・閉会の言葉

議事では、2018年度の事業報告と2019年度事業計画について、
さらに2018年度会計報告と2019年度会計予算が審議され、すべ
ての議案が承認されました。
また、役員任期満了に伴い、長年同窓会をお支えいただいた
豊島会長（幼稚園8期生）からバトンを引き継ぎ、新たに堀内
会長（幼稚園21期生）が選任されました。

第22回 武蔵野東学園同窓会・東光会 合同懇親会
～2019年6月8日（土）15:40～
北原記念館スカラーホールにて

・開会の言葉
・挨拶 ～同窓会（新）会長・堀内様より～

～東光会会長・茂手木様より～
・来賓祝辞 ～武蔵野東学園 寺田理事長～
・乾杯 ～武蔵野東学園 清水常務理事～
・歓談、ビンゴ大会
・学園歌 『きょうのあなたは』 斉唱

伴奏／松野様（東光会 元学園音楽専科）
・閉会の言葉、記念撮影

多くの同窓生と教職員、そして東光会（学園を退職した
教職員）のみなさんが集まり、今年も思い出話に花が咲き、
予定していた時間があっという間に過ぎていきました。そ
して、会の最後に学園歌をうたい、盛会のうちに惜しまれ
ながら終了となりました。



収入の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　　目 決算額 予算額 決算－予算 備　　考

前 期 繰 越 金 5,080,527 5,080,527 0

（入）会費収入 2,196,000 2,271,000 △ 75,000

幼3.000円×194人＝582,000円
小3.000円×93人＝279,000円
中4,500円×92人＝414,000円
高3,000円×51人＝153,000円
OB3,000円×256人＝768,000円

寄付金収入 10,000 10,000 0 高・31期生からの寄付 

受取利息 40,806 40,000 806 学園債、預金利息

今 期 収 入 額 2,246,806 2,321,000 △ 74,194

合計（前期繰越＋今期収入） 7,327,333 7,401,527 △ 74,194

支出の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　　目 決算額 予算額 決算－予算 備　　考

総会懇親会補助費支出 138,377 200,000 △ 61,623 総会懇親会補助　1人2,000円

印刷費支出 349,222 330,000 19,222 同窓会だより

通信費支出 714,380 630,000 84,380

印刷用紙代支出 13,693 20,000 △ 6,307

記念品代支出 339,221 350,000 △ 10,779
幼･･194人　小･･93人　中･･92人　高･･51人
単価　幼700円　小783円　中738円　高1,230円

ﾎｰﾑカミングデー補助費支出 215,210 240,000 △ 24,790 卒業学年の出席者補助　１人500円

協賛金支出 40,000 40,000 0 全国高等専修学校体育大会への協賛２口

作業費支出 85,415 90,000 △ 4,585 同窓会だより封入

奨学費支出 500,000 500,000 0 学園在籍の園児・児童・生徒に対する就学援助

活動支援費支出 0 50,000 △ 50,000

雑費 0 20,000 △ 20,000

予備費 0 30,000 △ 30,000

今 期 支 出 額 2,395,518 2,500,000 △ 104,482

次 期 繰 越 金 4,931,815 4,901,527 30,288

合計（今期支出＋次期繰越） 7,327,333 7,401,527 △ 74,194

　　    ☆次期繰越金内訳

500,000

500,000 円　　　　学園債券（６０周年行事積立金 毎年１０万円の積立）

3,000,000 円　　　　学園債券（特定預金）

931,815 円　　　　普通預金

２０１８年度　　同窓会会計収支決算報告書
（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日）

円　　　　奨学金事業引当金
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＜２０１８年度 事業報告＞ 

 

２０１８年 

   ５月 全国高等専修学校体育大会広告協賛 

   ６月 総会・懇親会 開催 

   ６月 卒園・卒業生ホームカミングデー助成 

   ７月 学園盆踊りに同窓会のお店（地場野菜）を出店 

２０１９年 

   ３月 武蔵野東学園同窓会だより第２１号発行 

   ３月 武蔵野東幼稚園第５４期生卒園式 

      武蔵野東小学校第４０期生卒業式 

      武蔵野東中学校第３４期生卒業式 

      武蔵野東高等専修学校第３１期生卒業式 

           各卒園、卒業生に記念品贈呈 

 

 

＜２０１９年度 事業計画＞ 

 

〇学園創立５５周年を記念し、寄付金をします。 

〇総会を開催すると共に、同窓生相互の親睦を深めます。 

〇学園奨学金制度への助成をします。 

○学園盆踊りに同窓会の店を出店します。 

○『 武蔵野東学園同窓会だより 』第２２号を発行します。 

○同窓会ホームページの運営・管理をします。 

〇各園校ホームカミングデーへ助成（卒園・卒業年度の卒業生・参加者へ）   

をします。 

〇２０１９年度 卒園生・卒業生に記念品を贈呈します。 

〇同窓生住所の維持・管理をします。（住所未確認の方の確認に努めます。） 

〇全国高等専修学校体育大会に広告協賛します。 

〇在校生・卒業生の活動を応援します。 

＊武蔵野東学園の在校生・卒業生が、学園・学校の名を高めることに通じ

る顕著な活動を行う場合は、役員会が定める指針にそって会長が判断し

これを応援します。 



収入の部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　　減 備　　考

前 期 繰 越 金 4,931,815 5,080,527 △ 148,712

（入）会費収入 2,296,500 2,196,000 100,500

2019年度卒園、卒業生分
幼3.000円×190人＝570,000
小3,000円×97人＝291,000
中4.500円×89人＝400,500
高3.000円×65人＝195,000
2018年度までの卒業生の振込分として280人を想定

寄 付 金 収 入 10,000 10,000 0

受　取　利　息 40,000 40,806 △ 806 学園債、預金利息

今 期 収 入 額 2,346,500 2,246,806 99,694

合計（前期繰越＋今期収入） 7,278,315 7,327,333 △ 49,018

支出の部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　　減 備　　考

総会懇親会補助費支出 210,000 138,377 71,623 総会懇親会補助　3,000円×70人

印刷費支出 360,000 349,222 10,778 同窓会だより

通信費支出 740,000 714,380 25,620

印刷用紙代支出 20,000 13,693 6,307

記念品代支出 360,000 339,221 20,779
2019年度卒園・卒業　幼･190人　小･97人　中･89人
高･65人　単価 幼700円から高1,300円まで

ﾎｰﾑカミングデー補助費支出 220,000 215,210 4,790 卒業学年の出席者補助　500円

協賛金支出 40,000 40,000 0 全国高等専修学校体育大会への協賛２口

作業費支出 100,000 85,415 14,585 同窓会だより封入

奨学費支出 500,000 500,000 0 学園在籍の園児・児童・生徒に対する就学援助

寄付金支出 550,000 0 550,000 学園創立５５周年寄付金

活動支援費支出 50,000 0 50,000

雑費 20,000 0 20,000

予備費 30,000 0 30,000

今 期 支 出 額 3,200,000 2,395,518 804,482

次 期 繰 越 金 4,078,315 4,931,815 △ 853,500

合計（今期支出＋次期繰越） 7,278,315 7,327,333 △ 49,018

　　    ☆次期繰越金内訳

500,000

3,000,000 円　　　　学園債券（特定預金）

578,315 円　　　　普通預金

２０１９年度　　同窓会会計予算
（２０１9年４月１日～２０20年３月３１日）

円　　　　奨学金事業引当金


