
1      会長の挨拶

2      校長の挨拶

3      議事内容

(1) 令和3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) これからの感染症対策と活動について

b) 県費に迷惑がかからない寄贈のすみ分け（2学期開始時まで）

c) 麗鶴会が感染症下でできること

(3) その他 50周年記念事業準備・口座開設・等

7      閉会の言葉

令和4年度　同窓会_麗鶴会　報告会

日時　5月14日　土曜日 13時予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　場所　上鶴間高校　会議室を予定



科目 収入 支出 備考

同窓会費 ¥1,035,000 345名(※1)

利息 ¥82

名簿管理費 ¥110,000 消費税10％

広告費 ¥35,640 ＨＰ更新料

事業費 ¥996,355 コロナ対策寄贈、備品購入

会議費 ¥26,804 13回分

事務費 ¥9,366 用紙・インク・Fax・電報

振込手数料 ¥1,870 支払い・寄贈分・学校分

交通費 ¥20,467 13回分・タクシー代含む

手当 ¥4,000 ¥4,000 学校評議会2回手当

小計 ¥1,039,082 ¥1,204,502

収支 (¥165,420)

繰越金 ¥10,248,338

3年会計 ¥10,082,918

内預金 ¥9,979,488

内現金 ¥103,430

※1 在籍348名-未加入3名=345名分を学校から入金

備考

令和3年度　麗鶴会　会計

コロナ対策支出増加

１）鶴高にサーマルカメラ寄贈

２）飲食店での会議を止め、渡邉自宅の回線を使っての会議、および会議室整備

３）遠隔地の為、交通費、会議費の増加

４）夏以降、コロナ感染症上昇した為、会議室としての使用率低下

５）webカメラ導入とWeb中継のテストを兼ねた行事を開始



会計明細2021 2022/5/17
荒木貞男

日付 収入 支出 残高 備考 手持引出 手持ち合計 通帳合計 残高チェック（=G列）残高チェック結果(G列=L列)
2021/04/01 繰越金 ¥10,248,338 ¥10,248,338 ¥300,000 ¥380,642 ¥9,867,696 ¥10,248,338 TRUE

2021/04/01 交通費 ¥248 ¥10,248,090 No.1 ¥380,394 ¥9,867,696 ¥10,248,090 TRUE

2021/04/05 事務費 ¥3,069 ¥10,245,021 No.4 ¥377,325 ¥9,867,696 ¥10,245,021 TRUE

2021/04/23 会議費 ¥1,396 ¥10,243,625 No.2 ¥375,929 ¥9,867,696 ¥10,243,625 TRUE

2021/04/23 交通費 ¥3,863 ¥10,239,762 No.3 ¥372,066 ¥9,867,696 ¥10,239,762 TRUE

2021/04/29 事務費 ¥1,010 ¥10,238,752 No.5 ¥371,056 ¥9,867,696 ¥10,238,752 TRUE

2021/05/08 交通費 ¥616 ¥10,238,136 No.6 ¥370,440 ¥9,867,696 ¥10,238,136 TRUE

2021/05/08 会議費 ¥1,592 ¥10,236,544 No.7 ¥368,848 ¥9,867,696 ¥10,236,544 TRUE

2021/05/10 名簿管理費 ¥110,000 ¥10,126,544 No.8 ¥258,848 ¥9,867,696 ¥10,126,544 TRUE

2021/05/15 事務費 ¥1,276 ¥10,125,268 No.9 ¥257,572 ¥9,867,696 ¥10,125,268 TRUE

2021/05/16 会議費 ¥500 ¥10,124,768 No.10 ¥257,072 ¥9,867,696 ¥10,124,768 TRUE

2021/05/16 交通費 ¥608 ¥10,124,160 No.11 ¥256,464 ¥9,867,696 ¥10,124,160 TRUE

2021/05/16 交通費 ¥380 ¥10,123,780 No.12 ¥256,084 ¥9,867,696 ¥10,123,780 TRUE

2021/05/16 会議費 ¥350 ¥10,123,430 No.13 ¥255,734 ¥9,867,696 ¥10,123,430 TRUE

2021/05/16 会議費 ¥3,175 ¥10,120,255 No.14 ¥252,559 ¥9,867,696 ¥10,120,255 TRUE

2021/05/28 事務費 ¥1,320 ¥10,118,935 No.15 ¥251,239 ¥9,867,696 ¥10,118,935 TRUE

2021/06/19 事務費 ¥110 ¥10,118,825 No.16 ¥251,129 ¥9,867,696 ¥10,118,825 TRUE

2021/06/07 事務費 ¥30 ¥10,118,795 No.17 ¥251,099 ¥9,867,696 ¥10,118,795 TRUE

2021/06/26 会議費 ¥1,259 ¥10,117,536 No.18 ¥249,840 ¥9,867,696 ¥10,117,536 TRUE

2021/06/23 事務費 ¥330 ¥10,117,206 No.19 ¥249,510 ¥9,867,696 ¥10,117,206 TRUE

2021/06/26 交通費 ¥1,020 ¥10,116,186 No.20 ¥248,490 ¥9,867,696 ¥10,116,186 TRUE

2021/06/15 事業費 ¥21,636 ¥10,094,550 No.21 ¥226,854 ¥9,867,696 ¥10,094,550 TRUE

2021/06/15 事業費 ¥15,246 ¥10,079,304 No.22 ¥211,608 ¥9,867,696 ¥10,079,304 TRUE

2021/06/15 事業費 ¥6,599 ¥10,072,705 No.23 ¥205,009 ¥9,867,696 ¥10,072,705 TRUE

2021/06/15 事務費 ¥658 ¥10,072,047 No.24 ¥204,351 ¥9,867,696 ¥10,072,047 TRUE

2021/06/15 事業費 ¥5,980 ¥10,066,067 No.25 ¥198,371 ¥9,867,696 ¥10,066,067 TRUE

2021/0７/03 交通費 ¥972 ¥10,065,095 No.26 ¥197,399 ¥9,867,696 ¥10,065,095 TRUE

2021/0７/03 会議費 ¥1,088 ¥10,064,007 No.27 ¥196,311 ¥9,867,696 ¥10,064,007 TRUE

2021/10/06 事業費 ¥12,500 ¥10,051,507 No.28 ¥183,811 ¥9,867,696 ¥10,051,507 TRUE

2021/10/06 事務費 ¥50 ¥10,051,457 No.29 ¥183,761 ¥9,867,696 ¥10,051,457 TRUE

2021/10/09 交通費 ¥820 ¥10,050,637 No.30 ¥182,941 ¥9,867,696 ¥10,050,637 TRUE

2021/10/09 会議費 ¥1,130 ¥10,049,507 No.31 ¥181,811 ¥9,867,696 ¥10,049,507 TRUE

2021/10/10 事業費 ¥21,482 ¥10,028,025 No.32 ¥160,329 ¥9,867,696 ¥10,028,025 TRUE

2021/10/18 事業費 ¥8,000 ¥10,020,025 No.33 ¥152,329 ¥9,867,696 ¥10,020,025 TRUE

2021/10/20 会議費 ¥1,325 ¥10,018,700 No.34 ¥151,004 ¥9,867,696 ¥10,018,700 TRUE

2021/10/20 交通費 ¥2,160 ¥10,016,540 No.35 ¥148,844 ¥9,867,696 ¥10,016,540 TRUE

2021/10/20 交通費 ¥2,010 ¥10,014,530 No.36 ¥146,834 ¥9,867,696 ¥10,014,530 TRUE

2021/10/21 会議費 ¥2,040 ¥10,012,490 No.37 ¥144,794 ¥9,867,696 ¥10,012,490 TRUE

2021/10/21 会議費 ¥1,610 ¥10,010,880 No.38 ¥143,184 ¥9,867,696 ¥10,010,880 TRUE

2021/10/21 交通費 ¥2,310 ¥10,008,570 No.39 ¥140,874 ¥9,867,696 ¥10,008,570 TRUE

2021/10/30 交通費 ¥1,820 ¥10,006,750 No.40 ¥139,054 ¥9,867,696 ¥10,006,750 TRUE

2021/10/30 交通費 ¥1,280 ¥10,005,470 No.41 ¥137,774 ¥9,867,696 ¥10,005,470 TRUE

2021/10/30 会議費 ¥2,167 ¥10,003,303 No.42 ¥135,607 ¥9,867,696 ¥10,003,303 TRUE

2021/11/12 交通費 ¥260 ¥10,003,043 No.43 ¥135,347 ¥9,867,696 ¥10,003,043 TRUE

2021/11/12 会議費 ¥470 ¥10,002,573 No.44 ¥134,877 ¥9,867,696 ¥10,002,573 TRUE

2021/07/28 手当 ¥2,000 ¥2,000 ¥10,002,573 通帳 ¥132,877 ¥9,869,696 ¥10,002,573 TRUE

2021/11/09 手当 ¥2,000 ¥2,000 ¥10,002,573 通帳 ¥130,877 ¥9,871,696 ¥10,002,573 TRUE

2021/08/16 利息 ¥40 ¥10,002,613 通帳 ¥130,877 ¥9,871,736 ¥10,002,613 TRUE

2021/11/12 広告費 ¥35,640 ¥9,966,973 通帳(№45) ¥130,877 ¥9,836,096 ¥9,966,973 TRUE

2021/11/12 振込手数料 ¥660 ¥9,966,313 通帳(№45) ¥130,877 ¥9,835,436 ¥9,966,313 TRUE

2021/11/12 事業費 ¥653,140 ¥9,313,173 通帳(№46) ¥130,877 ¥9,182,296 ¥9,313,173 TRUE

2021/11/12 振込手数料 ¥660 ¥9,312,513 通帳(№46) ¥130,877 ¥9,181,636 ¥9,312,513 TRUE

2021/11/27 交通費 ¥230 ¥9,312,283 No.45 ¥130,647 ¥9,181,636 ¥9,312,283 TRUE

2021/11/27 交通費 ¥820 ¥9,311,463 No.46 ¥129,827 ¥9,181,636 ¥9,311,463 TRUE

2021/11/27 会議費 ¥1,659 ¥9,309,804 No.47 ¥128,168 ¥9,181,636 ¥9,309,804 TRUE

2021/11/30 事業費 ¥2,188 ¥9,307,616 No.48 ¥125,980 ¥9,181,636 ¥9,307,616 TRUE

内容

昨年度繰越
交通費
入学式電報
役員会会議費
交通費(荒木)　タクシー代含む
プリンターインク代　事業用カラープリンター用
役員会交通費（荒木）
役員会会議費
名簿メンテナンス（リサーチ社）
プリンターインク代　事業用カラープリンター用
上鶴間高校報告会会議費
上鶴間高校報告会交通費（荒木）
上鶴間高校報告会交通費（渡邊）
上鶴間高校報告会会議費
上鶴間高校報告会会議費
書籍資料代
A4縦フラットファイル代
コピー代
役員会会議費
ファイル、書類ケース代
上鶴間高校報告会交通費（荒木）
モノクロレーザースキャナー 　渡邉宅設置　会議用
座椅子2台                        渡邉宅設置　会議用
空気清浄機                      渡邉宅設置　会議用
コピー用紙A4 500枚           渡邉宅設置　会議用
カーペット                         渡邉宅設置　会議用
上鶴間高校報告会交通費（荒木）
上鶴間高校報告会会議費
麗鶴祭文化の部、wifiレンタル代
ファックス代
麗鶴祭文化の部、事前確認会交通費（荒木）
麗鶴祭文化の部、事前確認会会議費
麗鶴祭文化の部、Webカメラ2台購入
麗鶴祭文化の部、文化祭商品券代　同窓会賞
麗鶴祭文化の部、1日目会議費
麗鶴祭文化の部、1日目交通費（田中）
麗鶴祭文化の部、1日目交通費（荒木）
麗鶴祭文化の部、1,2日目会議費、交通費（渡邉）
麗鶴祭文化の部、2日目会議費
麗鶴祭文化の部、2日目交通費（荒木）
麗鶴祭文化の部、振返り会交通費（荒木）
麗鶴祭文化の部、振返り会交通費（田中）
麗鶴祭文化の部、振返り会会議費
臨時役員会交通費（荒木）
臨時役員会会議費
評議員手当
評議員手当
利息
麗鶴会ホームページ年間使用料　（いきなりHP）
振込手数料　いきなりHP使用料分
サーマルカメラ寄贈　（ミヤダイ中央社見積案件）
振込手数料　サーマルカメラ寄贈分
学校訪問、麗鶴会資料整理交通費（渡邉)
学校訪問、麗鶴会資料整理交通費（荒木)
学校訪問、麗鶴会資料整理交通費会議費
FDD 同窓会室の旧データ発掘分1(1.44M用)



会計明細2021 2022/5/17
荒木貞男

2021/12/10 事業費 ¥1,960 ¥9,305,656 No.49 ¥124,020 ¥9,181,636 ¥9,305,656 TRUE

2022/01/16 事務費 ¥1,463 ¥9,304,193 No.50 ¥122,557 ¥9,181,636 ¥9,304,193 TRUE

2022/02/25 事業費 ¥5,104 ¥9,299,089 No.51 ¥117,453 ¥9,181,636 ¥9,299,089 TRUE

2022/03/09 事務費 ¥50 ¥9,299,039 No.52 ¥117,403 ¥9,181,636 ¥9,299,039 TRUE

2022/02/16 同窓会費 ¥1,035,000 ¥10,334,039 No.53 ¥117,403 ¥10,216,636 ¥10,334,039 TRUE

2022/02/16 振込手数料 ¥550 ¥10,333,489 通帳(№47) ¥117,403 ¥10,216,086 ¥10,333,489 TRUE

2022/03/15 事業費 ¥236,640 ¥10,096,849 No.54 ¥117,403 ¥9,979,446 ¥10,096,849 TRUE

2022/02/21 利息 ¥42 ¥10,096,891 通帳(№48) ¥117,403 ¥9,979,488 ¥10,096,891 TRUE

2022/03/15 交通費 ¥820 ¥10,096,071 No.55 ¥116,583 ¥9,979,488 ¥10,096,071 TRUE

2022/03/17 会議費 ¥2,410 ¥10,093,661 No.56 ¥114,173 ¥9,979,488 ¥10,093,661 TRUE

2022/03/28 会議費 ¥4,633 ¥10,089,028 No.57 ¥109,540 ¥9,979,488 ¥10,089,028 TRUE

2022/03/28 交通費 ¥230 ¥10,088,798 No.58 ¥109,310 ¥9,979,488 ¥10,088,798 TRUE

2022/03/28 事業費 ¥2,030 ¥10,086,768 No.59 ¥107,280 ¥9,979,488 ¥10,086,768 TRUE

2022/03/31 事業費 ¥3,850 ¥10,082,918 No.60 ¥103,430 ¥9,979,488 ¥10,082,918 TRUE

¥11,287,420 ¥1,204,502 ¥10,082,918

2020繰越 ¥10,248,338
収入 ¥1,039,082
計 ¥11,287,420

¥1,204,502

¥10,082,918

(¥165,420)

同窓会通帳 ¥9,979,488
現金 ¥103,430

¥10,082,918

FDD 同窓会室の旧データ発掘分(2DD対応用）
プリンターインク代　事業用カラープリンター用
卒業式電報
ファックス代
同窓会入会金
同窓会入会金 手数料
卒業証書フォルダー寄贈
利息
学校訪問交通費（荒木)
学校訪問交通費、会議費（荒木)
学校訪問交通費（荒木)、会議費
学校訪問交通費（渡邉）
花代（小林校長退官記念訪問につき）

2021収支

入学式電報　4月8日手配分

集計　　

収入

支出

繰越金



会計代理

以上

令和3年度　麗鶴会　収支報告書
令和4年3月31日現在

科目 内容 金額

繰越金内訳 現金 ¥103,430

ＪＡ 相模大野支店 普通 ¥9,979,488

繰越金合計 ¥10,082,918

事業準備・積立金 ¥0

同副会長　渡邉　玄

現金・預金　総額 ¥10,082,918

令和4年3月31日現在

神奈川県立　上鶴間高校　同窓会　麗鶴会



現金確認画像

令和4年3月31日通帳記帳記録

通帳名義確認

通帳名義履歴

103,430

9,979,488



1.銀行通帳

2.該当期間における収支決算報告書

令和4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

令和3年度　麗鶴会　会計監査報告書

令和4年3月31日現在

　会則第11条、令和3年4月1日より令和4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。

記



月 令和3年度 令和4年度

4

入学式不参加

役員会

総会準備

入学式不参加

役員会

総会準備

5

監査

学校報告会

監査

学校報告会

50周年記念行事と同窓生への活動

6

麗鶴祭体育の部　不参加 在校生に向けた寄贈を2学期開始時に運

用できるよう、検討

Ex 体育館舞台備品、緞帳等

7
麗鶴祭準備　不参加

学校評議会

麗鶴祭準備活動開始

8
PTA校内美化　不参加

サーマルカメラ寄贈

PTA校内美化などの行事参加予定

9
麗鶴祭参加予定・新しい展示と母校へ

の気持ちを高める出展を考える

10
準備実務

麗鶴祭でのLiveStream実施 on FB

役員会でのLiveStream実施 onFB

同窓生への交流行事を検討する

11
学校評議会 卒業リーフレット記名正式発注予定

発注前に要確認

12
役員会

麗鶴会入会費依頼書作成

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

3

卒業式不参加

祝電　証書リーフレット贈答

会長・副会長打ち合わせ

感染症対策下の制限的活動

本来、求められるべき活動

2点を見極める　卒業式出席の是非

備考

令和3年度　麗鶴会　月別活動履歴

引き続き、ネットでの具体的な活動を模索する。

撮影等は常に鶴高に確認する

50周年に向けた取材活動など検討する



麗鶴会　会費　会計

1) 収入

科目 令和4年度予算 前年度

前年度繰越金 10,082,918 10,248,338

会費 849,000 1,038,000

利息 80 80

計 10,931,998 11,286,418

2) 支出

科目 今年度予算 前年度執行 前年度予算 予算差

名簿管理費 110,000 110,000 110,000 0

事業費 1,500,000 996,355 500,000 (496,355)

広告費 100,000 35,640 500,000 464,360

事務費 50,000 9,366 50,000 40,634

会議費 100,000 26,804 100,000 73,196

交通費 50,000 20,467 30,000 9,533

振込手数料 3,000 1,870 0 (1,870)

手当 4,000 4,000 4,000 0

50周年準備費 100,000 0 0 0

教室改善準備費 0 0 0 0

学校修繕準備費 0 0 0 0

バス増発運動費 0 0 0 0

郵便案内費 0 0 0 0

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 9,534,998 0 9,996,418 9,996,418

計 11,551,998 1,204,502 11,290,418

令和4年度　麗鶴会　予算

自 : 令和4年4月 1日

至 : 令和5年3月31日

備考

4年度283名×会費3000

備考

今後は委託管理を徹底

サーマルカメラ予備費支出

HP更新料、サーバー契約。機器購入

主に文房具などの消耗品

行事に依存する

飲食店での打ち合わせ不可

口座を開設するか、否か

学校評議会参加につき

準備期間設定のすり合わせ

仮設校舎での不安感を取り除く

現在、改善中につき

単位 : 円

現在、増発中につき

ネット配信に移行

同上

現麗鶴会判断

実質、50周年積立予算


