
1      開会の言葉

2      会長の挨拶

3      校長の挨拶

4      議長選出（書記委嘱）

5      議事

(1) 令和元年度　事業報告及び決算報告

(2) 今年度の活動、運営について

a) 感染症対策下での活動

b) 寄贈活動の明確化

c) 感染症下での上鶴間高校にできること

(3) その他

6      議長・書記解任

7      閉会の言葉

令和2年度　上鶴間高校　麗鶴会　総会次第

日時　5月17日　日曜日　13時予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所　上鶴間高校　会議室



月 内容 経過 令和2年度へ

4

入学式列席

役員会

総会準備

緊急事態宣言下での新年度

5

監査

総会

6

麗鶴祭体育の部見学

第一回学校評議会

役員会

学校の状況を会長より確認

7

麗鶴祭準備 麗鶴祭参加許可を受けての準備

8

役員会

PTA校内美化活動への参加

麗鶴祭参加のための取材活動

相武台公民館　上鶴間の取材

市博物館・公文書書館・教育委員会公民

館活動取材→設立背景の取材

創立50周年に向けて取材の蓄積

相模原市公民館活動の動き

9

準備実務

麗鶴祭　前日、二日間

昨年度に併せて過去の写真、地形と現在

を比較し、展示、HPやFBで提示

同窓会賞

プレゼンと併せて、簡単なリーフレット

も必要。詳細データは今後、HPへの掲

載を検討する。

10

第二回学校評議会

プロジェクター活用の為に教室暗室用の

カーテンをPTAと共に寄贈

インクルージブ教育 令和2年度実施

11

12

役員会

麗鶴会入会費依頼書作成

1

（役員打ち合わせ）

2

会長・副会長打ち合わせ 当時の状況下で通年通りの活動が検討さ

れている。

ネットを中心にどこまで活動が可能か。

3

卒業式列席→電報での参加のみ

会長・副会長打ち合わせ

卒業証書丸筒の贈答→今後も継続はする

も贈答の経緯確認

感染症対策下の制限的活動

本来、求められるべき活動

上記を分けて対応

令和元年度　麗鶴会　月別活動履歴



科目 収入 支出 備考

繰越金 9,810,610

同窓会費 915,000
309名中305名分

利息 78

名簿管理費 108,000

広告費 73,880
ＨＰ更新料・GoogleMap

事業費 886,397
遮光カーテン・麗鶴祭

会議費 31,452
役員会・行事前後18回

事務費 8,900
事業で使われた分は事業

費に合算

交通費 4,000 20,383

交際費
事業費に合算

小計 10,729,688 1,129,012

収支 △ 209,934

元年会計 9,600,676

内預金 9,336,098

内現金 264,578
運用上、保守管理上、会

長の通帳の運用

令和元年度　麗鶴会　会計



日付 科目 収入 支出 残高 備考 通帳引出 手持ち合計 通帳合計 残高
2019/04/01 繰越金 昨年度繰越 ¥9,810,610 ¥9,810,610 ¥95,854 ¥9,714,756 ¥9,810,610

2019/05/07 事務費 FAX代（入学式出席） ¥50 ¥9,810,560 №5 ¥95,804 ¥9,714,756 ¥9,810,560

2019/05/07 事務費 FAX代（入学式出席） ¥50 ¥9,810,510 №5 ¥95,754 ¥9,714,756 ¥9,810,510

2019/05/12 会議費 会計監査会議費 3名(荒木、渡邊、南部) ¥4,710 ¥9,805,800 №1 ¥91,044 ¥9,714,756 ¥9,805,800

2019/05/12 交通費 会計監査交通費&コピー代(渡邊) ¥2,020 ¥9,803,780 №2 ¥89,024 ¥9,714,756 ¥9,803,780

2019/05/12 交通費 会計監査交通費(荒木) ¥698 ¥9,803,082 №3 ¥88,326 ¥9,714,756 ¥9,803,082

2019/05/12 交通費 会計監査交通費(南部) ¥1,028 ¥9,802,054 №4 ¥87,298 ¥9,714,756 ¥9,802,054

2019/05/19 交通費 総会交通費(荒木) ¥598 ¥9,801,456 №6 ¥86,700 ¥9,714,756 ¥9,801,456

2019/05/19 交通費 総会交通費(田中) ¥928 ¥9,800,528 №7 ¥85,772 ¥9,714,756 ¥9,800,528

2019/05/19 交通費 総会交通費&コピー代(渡邊) ¥460 ¥9,800,068 №8 ¥85,312 ¥9,714,756 ¥9,800,068

2019/05/19 会議費 会議費 3名(荒木、渡邊、田中) ¥2,400 ¥9,797,668 №11 ¥82,912 ¥9,714,756 ¥9,797,668

2019/05/24 名簿管理費 名簿メンテナンス（リサーチ社） ¥108,000 ¥9,689,668 №9 (¥25,088) ¥9,714,756 ¥9,689,668

2019/05/24 事務費 振込手数料 ¥432 ¥9,689,236 №10 (¥25,520) ¥9,714,756 ¥9,689,236

2019/05/24 交通費 学校評議会交通費(荒木) ¥598 ¥9,688,638 №12 (¥26,118) ¥9,714,756 ¥9,688,638

2019/05/24 交通費 学校評議会会議費1名(荒木) ¥150 ¥9,688,488 №13 (¥26,268) ¥9,714,756 ¥9,688,488

2019/05/31 交通費 ¥2,000 ¥2,000 ¥9,688,488 (¥28,268) ¥9,716,756 ¥9,688,488

2019/06/05 仮払い運営費通帳引き出し 300000 ¥271,732 ¥9,416,756 ¥9,688,488

2019/06/05 会議費 麗鶴祭体育の部 会議費 ¥290 ¥9,688,198 №14 ¥271,442 ¥9,416,756 ¥9,688,198

2019/06/05 交通費 麗鶴祭体育の部 交通費(荒木) ¥1,009 ¥9,687,189 №15 ¥270,433 ¥9,416,756 ¥9,687,189

2019/06/22 事務費 プリンタインク代 ¥3,758 ¥9,683,431 №19 ¥266,675 ¥9,416,756 ¥9,683,431

2019/06/26 交通費 第1回役員会交通費(荒木) ¥1,037 ¥9,682,394 №16 ¥265,638 ¥9,416,756 ¥9,682,394

2019/06/26 交通費 第1回役員会交通費(渡邊) ¥200 ¥9,682,194 №17 ¥265,438 ¥9,416,756 ¥9,682,194

2019/06/26 会議費 第1回役員会会議費 ¥1,372 ¥9,680,822 №18 ¥264,066 ¥9,416,756 ¥9,680,822

2019/08/03 交通費 学校清掃交通費（荒木） ¥598 ¥9,680,224 №20 ¥263,468 ¥9,416,756 ¥9,680,224

2019/08/03 会議費 学校清掃会議費 ¥85 ¥9,680,139 №26 ¥263,383 ¥9,416,756 ¥9,680,139

2019/08/05 事務費 レターパック（ハガキ送料） ¥360 ¥9,679,779 №25 ¥263,023 ¥9,416,756 ¥9,679,779

2019/08/17 会議費 第2回役員会会議費 ¥2,496 ¥9,677,283 №21 ¥260,527 ¥9,416,756 ¥9,677,283

2019/08/17 事業費 本代&第2回役員会交通費(渡邊)^_^ ¥4,990 ¥9,672,293 №22 ¥255,537 ¥9,416,756 ¥9,672,293

2019/08/17 交通費 第2回役員会交通費(佐藤) ¥260 ¥9,672,033 №23 ¥255,277 ¥9,416,756 ¥9,672,033

2019/08/17 交通費 第2回役員会交通費(荒木) ¥587 ¥9,671,446 №24 ¥254,690 ¥9,416,756 ¥9,671,446

2019/08/19 利息 利息 ¥40 ¥9,671,486 ¥254,690 ¥9,416,796 ¥9,671,486

2019/08/24 事務費 麗鶴祭経費　スキャン代 ¥60 ¥9,671,426 №73 ¥254,630 ¥9,416,796 ¥9,671,426

2019/09/06 仮払い運営費通帳引き出し ¥9,671,426 600000 ¥854,630 ¥8,816,796 ¥9,671,426

2019/09/06 会議費 麗鶴祭経費　前日会議費1 ¥290 ¥9,671,136 №27 ¥854,340 ¥8,816,796 ¥9,671,136

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　備品代1 ¥324 ¥9,670,812 №28 ¥854,016 ¥8,816,796 ¥9,670,812

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　前日準備代前日準備代　会場設営工作費 ¥540 ¥9,670,272 №29 ¥853,476 ¥8,816,796 ¥9,670,272

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　当日お品代前日準備代　会場設営工作費日程準備飲食代 ¥1,693 ¥9,668,579 №30 ¥851,783 ¥8,816,796 ¥9,668,579

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　当日お品代2前日準備代　会場設営工作費 ¥374 ¥9,668,205 №31 ¥851,409 ¥8,816,796 ¥9,668,205

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　当日お品代3前日準備代　会場設営工作費 ¥416 ¥9,667,789 №32 ¥850,993 ¥8,816,796 ¥9,667,789

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　当日お品代4前日準備代　会場設営工作費 ¥745 ¥9,667,044 №33 ¥850,248 ¥8,816,796 ¥9,667,044

2019/09/06 交通費 麗鶴祭経費　車ガソリン代 全日程会長車両分 ¥3,000 ¥9,664,044 №34 ¥847,248 ¥8,816,796 ¥9,664,044

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　備品代2 展示用材料 ¥706 ¥9,663,338 №35 ¥846,542 ¥8,816,796 ¥9,663,338

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　備品代3会場用軽食・飲料準備代 ¥460 ¥9,662,878 №36 ¥846,082 ¥8,816,796 ¥9,662,878

内容

学校運営評議会手当（荒木）



日付 科目 収入 支出 残高 備考 通帳引出 手持ち合計 通帳合計 残高内容

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　備品代4 インクジェット各色 ¥4,222 ¥9,658,656 №37 ¥841,860 ¥8,816,796 ¥9,658,656

2019/09/06 事業費 麗鶴祭経費　備品代5 養生用材料道具類 ¥7,813 ¥9,650,843 №38 ¥834,047 ¥8,816,796 ¥9,650,843

2019/09/06 会議費 麗鶴祭経費　前日会議費2 ¥1,930 ¥9,648,913 №39 ¥832,117 ¥8,816,796 ¥9,648,913

2019/09/07 会議費 麗鶴祭経費　初日昼代 ¥851 ¥9,648,062 №40 ¥831,266 ¥8,816,796 ¥9,648,062

2019/09/07 事業費 麗鶴祭経費　備品代1 資料展示用ファイル ¥216 ¥9,647,846 №41 ¥831,050 ¥8,816,796 ¥9,647,846

2019/09/07 事業費 麗鶴祭経費　備品代2 資料展示用ファイル ¥432 ¥9,647,414 №42 ¥830,618 ¥8,816,796 ¥9,647,414

2019/09/07 会議費 麗鶴祭経費　初日昼代2 ¥147 ¥9,647,267 №43 ¥830,471 ¥8,816,796 ¥9,647,267

2019/09/07 会議費 麗鶴祭経費　初日昼代3 ¥1,008 ¥9,646,259 №44 ¥829,463 ¥8,816,796 ¥9,646,259

2019/09/07 事業費 麗鶴祭経費　フラワーアレンジメント代 ¥5,000 ¥9,641,259 №45 ¥824,463 ¥8,816,796 ¥9,641,259

2019/09/07 事業費 麗鶴祭経費　備品代3コピー代 ¥120 ¥9,641,139 №65 ¥824,343 ¥8,816,796 ¥9,641,139

2019/09/07 事業費 麗鶴祭経費　備品代4 カードケース ¥108 ¥9,641,031 №69 ¥824,235 ¥8,816,796 ¥9,641,031

2019/09/06 事務費 麗鶴祭経費　プリント代 ¥200 ¥9,640,831 №71 ¥824,035 ¥8,816,796 ¥9,640,831

2019/09/08 事業費 麗鶴祭経費　謝礼（愛川美化） ¥800 ¥9,640,031 №46 ¥823,235 ¥8,816,796 ¥9,640,031

2019/09/08 事業費 麗鶴祭経費　当日商品券 ¥2,500 ¥9,637,531 №47 ¥820,735 ¥8,816,796 ¥9,637,531

2019/09/08 交通費 麗鶴祭経費　交通費（南部） ¥598 ¥9,636,933 №48 ¥820,137 ¥8,816,796 ¥9,636,933

2019/09/08 会議費 麗鶴祭経費　2日目昼代 ¥310 ¥9,636,623 №49 ¥819,827 ¥8,816,796 ¥9,636,623

2019/09/08 会議費 麗鶴祭経費　2日目昼代2 ¥1,198 ¥9,635,425 №50 ¥818,629 ¥8,816,796 ¥9,635,425

2019/09/08 事業費 麗鶴祭経費　同窓会賞 ¥8,000 ¥9,627,425 №51 ¥810,629 ¥8,816,796 ¥9,627,425

2019/09/09 事業費 麗鶴祭経費　プロジェクターレンタル返却 ¥1,930 ¥9,625,495 №52 ¥808,699 ¥8,816,796 ¥9,625,495

2019/09/18 事業費 麗鶴祭経費　プロジェクターレンタル ¥7,180 ¥9,618,315 №53 ¥801,519 ¥8,816,796 ¥9,618,315

2019/10/09 事業費 カーテン代 ¥592,920 ¥9,025,395 №54 ¥208,599 ¥8,816,796 ¥9,025,395

2019/10/11 事務費 ファックス代 ¥50 ¥9,025,345 №55 ¥208,549 ¥8,816,796 ¥9,025,345

2019/11/11 広告費 ホームページ代 ¥35,860 ¥8,989,485 №56 ¥172,689 ¥8,816,796 ¥8,989,485

2019/11/11 広告費 グーグルマップ代 ¥38,020 ¥8,951,465 №57 ¥134,669 ¥8,816,796 ¥8,951,465

2019/11/12 交通費 ¥2,000 ¥2,000 ¥8,951,465 ¥132,669 ¥8,818,796 ¥8,951,465

2019/12/18 事業費 取材活動費（会議費、交通費、事務費（渡邉）） ¥2,480 ¥8,948,985 №66 ¥130,189 ¥8,818,796 ¥8,948,985

2019/12/18 会議費 会議費1 1名(渡邊) ¥352 ¥8,948,633 №67 ¥129,837 ¥8,818,796 ¥8,948,633

2019/12/18 事務費 資料代 ¥210 ¥8,948,423 №68 ¥129,627 ¥8,818,796 ¥8,948,423

2019/12/18 会議費 会議費22名(荒木、渡邊) ¥4,796 ¥8,943,627 №70 ¥124,831 ¥8,818,796 ¥8,943,627

2019/12/18 交通費 交通費(荒木) ¥852 ¥8,942,775 №72 ¥123,979 ¥8,818,796 ¥8,942,775

2020/01/25 事務費 ファックス代 ¥50 ¥8,942,725 №58 ¥123,929 ¥8,818,796 ¥8,942,725

2020/01/27 事業費 ¥39,280 ¥8,903,445 №59 ¥84,649 ¥8,818,796 ¥8,903,445

2020/02/17 利息 利息 ¥38 ¥8,903,483 - ¥84,611 ¥8,818,834 ¥8,903,483

2020/02/25 同窓会費 同窓会入会金 ¥915,000 ¥9,818,483 - ¥84,649 ¥9,733,834 ¥9,818,483

2020/02/29 事業費 卒業式電報 ¥5,412 ¥9,813,071 №79 ¥79,237 ¥9,733,834 ¥9,813,071

2020/03/01 交通費 打ち合わせ交通費（渡邉） ¥380 ¥9,812,691 №60 ¥78,857 ¥9,733,834 ¥9,812,691

2020/03/01 会議費 打ち合わせ会議費 ¥2,112 ¥9,810,579 №61 ¥76,745 ¥9,733,834 ¥9,810,579

2020/03/06 事業費 証書フォルダー代 ¥197,736 ¥9,612,843 №62 ¥76,745 ¥9,536,098 ¥9,612,843

2020/03/06 仮払い運営費通帳引き出し ¥9,612,843 200000 ¥276,745 ¥9,336,098 ¥9,612,843

2020/03/06 事務費 ファックス代 ¥50 ¥9,612,793 №63 ¥276,695 ¥9,336,098 ¥9,612,793

2020/03/06 交通費 交通費（荒木） ¥252 ¥9,612,541 №64 ¥276,443 ¥9,336,098 ¥9,612,541

2020/03/15 事務費 プリンタインク代 ¥3,630 ¥9,608,911 №74 ¥272,813 ¥9,336,098 ¥9,608,911

2020/03/21 会議費 打ち合わせ会議費 ¥5,065 ¥9,603,846 №75 ¥267,748 ¥9,336,098 ¥9,603,846

学校運営評議会手当（荒木）

パソコン購入代　取材・活動用にｗｉｎ10ノート



日付 科目 収入 支出 残高 備考 通帳引出 手持ち合計 通帳合計 残高内容

2020/03/21 交通費 交通費（荒木） ¥930 ¥9,602,916 №76 ¥266,818 ¥9,336,098 ¥9,602,916

2020/03/21 交通費 交通費（渡辺） ¥200 ¥9,602,716 №77 ¥266,618 ¥9,336,098 ¥9,602,716

2020/03/22 会議費 打ち合わせ会議費 ¥2,040 ¥9,600,676 №78 ¥264,578 ¥9,336,098 ¥9,600,676

2020/03/31 決算 ¥264,578 ¥9,336,098 ¥9,600,676

¥10,729,688 ¥1,129,012 ¥9,600,676

収入 2018繰越 ¥9,810,610
収入 ¥919,078
計 ¥10,729,688

支出 ¥1,129,012

繰越金 ¥9,600,676

2019収支 (¥209,934)

同窓会通帳 ¥9,336,098
現金 ¥264,578

¥9,600,676

集計　　

通帳確認



会計代理

以上

令和2年3月31日現在

神奈川県立　上鶴間高校　同窓会　麗鶴会

同副会長　渡邉　玄

事業準備・積立金 ¥0

現金・預金　総額 ¥9,600,676

ＪＡ　相模大野支店　普通 ¥9,336,098

繰越金合計 ¥9,600,676

繰越金内訳 現金 ¥264,578

令和元年度　麗鶴会　収支報告書
令和2年3月31日現在

科目 内容 金額



1.銀行通帳

2.該当期間における収支決算報告書

令和2年3月31日現在

神奈川県立上鶴間高等学校　麗鶴会

会計監査南部　英司

会長 荒木　貞男

以上

　会則第11条、令和元年4月1日より令和2年3月31日までの麗鶴会会計監査の結果、

前途期間における同会の会計処理は適正に執行されたものと認め、ここに報告いた

します。

令和元年度　麗鶴会　会計監査報告書

令和2年3月31日現在

記



麗鶴会　会費　会計

1) 収入

科目 令和2年度予算 前年度

前年度繰越金 9600676 9,810,649

会費 1,044,000 915,000

利息 80 78

計 10,644,756 10,725,727

2) 支出

科目 今年度予算 前年度執行予算 前年度予算 予算差

名簿管理費 110,000 108,000 108,000 0

事業費 1,000,000 886,397 2,100,000 1,213,603

広告費 100,000 73,880 100,000 26,120

事務費 100,000 8,900 100,000 91,100

会議費 100,000 31,452 100,000 68,548

交通費 30,000 20,383 100,000 79,617

教室改善準備費 1,000,000 0 0 0

学校修繕準備費 1,000,000 0 500,000 500,000

バス増発運動費 0 0 0 0

総会案内費 300,000 300,000 300,000

後納郵便料金 0 0 0 0

まなびや基金 0 0 0 0

事業準備費 6,904,756 0 7,305,729 7,305,729

計 10,644,756 1,129,012 10,713,729

令和2年度　麗鶴会　予算　（案）

活動実績により予備費から名称変更

主に文房具などの消耗品

備考

消費増税考慮分

HP更新料、ネット活動関連費

自 : 令和元年4月1日

至 : 令和2年3月31日

備考

2年度355名×会費3000×98％

実質、積立予算

単位 : 円

麗鶴祭準備などの行事に依存する

同上

平成31年度までの活動目標

単年度卒業生宛の郵送予算

現麗鶴会が判断し決済を行う

主に校内設備への協力費

主に校外外装にかかわる協力費


