
1      会長の挨拶

2      校長の挨拶

3      議事内容

(1) 令和2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) 感染症対策下での具体的な活動

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

7      閉会の言葉

令和3年度　上鶴間高校　麗鶴会　報告会

日時　5月16日　日曜日　13時予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所　上鶴間高校　会議室



科目 収入 支出 備考

同窓会費 1,035,000 345名

辞退費 6,220 2名

利息 80

名簿管理費 110,000 消費税10％

広告費 35,860 ＨＰ更新料

事業費 215,390 麗鶴祭・証書フォルダー代

会議費 3,163 役員会2回

事務費 15,016 プリンター代・祝電代

交通費 8,000 9,769 評議員手当含む

交際費 事業費に合算

小計 1,043,080 395,418

収支 647,662

繰越金 9,600,676

2年会計 10,248,338

内預金 10,167,696

内現金 80,642

令和2年度　麗鶴会　会計



会計明細
日付 科目 収入 支出 残高 備考 手持引出 手持ち合計 通帳合計

2020/04/01 繰越金 ¥9,600,676 ¥9,600,676 ¥264,578 ¥9,336,098

2020/04/03 交通費 ¥2,000 ¥2,000 ¥9,600,676 通帳 ¥262,578 ¥9,338,098

2020/04/07 事務費 ¥3,223 ¥9,597,453 №1 ¥259,355 ¥9,338,098

2020/05/08 名簿管理費 ¥110,000 ¥9,487,453 №2 ¥149,355 ¥9,338,098

2020/08/17 利息 ¥39 ¥9,487,492 通帳 ¥149,355 ¥9,338,137

2020/08/22 交通費 ¥650 ¥9,486,842 №3 ¥148,705 ¥9,338,137

2020/08/22 会議費 ¥598 ¥9,486,244 №4 ¥148,107 ¥9,338,137

2020/10/30 事務費 ¥4,001 ¥9,482,243 No.6 ¥144,106 ¥9,338,137

2020/10/19 事業費 ¥8,220 ¥9,474,023 No.5 ¥135,886 ¥9,338,137

2020/11/24 広告費 ¥35,860 ¥9,438,163 No.9 ¥100,026 ¥9,338,137

2020/12/02 交通費 ¥863 ¥9,437,300 No.7 ¥99,163 ¥9,338,137

2020/12/02 会議費 ¥2,565 ¥9,434,735 No.8 ¥96,598 ¥9,338,137

2020/12/03 交通費 ¥2,000 ¥2,000 ¥9,434,735 通帳 ¥94,598 ¥9,340,137

2021/02/03 同窓会費 ¥1,035,000 ¥10,469,735 通帳 ¥94,598 ¥10,375,137

2021/02/19 辞退費 ¥6,220 ¥10,463,515 No.10 ¥88,378 ¥10,375,137

2021/02/19 事務費 ¥3,480 ¥10,460,035 No.11 ¥84,898 ¥10,375,137

2021/02/22 利息 ¥41 ¥10,460,076 ¥84,898 ¥10,375,178

2021/02/28 事務費 ¥4,312 ¥10,455,764 No.14 ¥84,898 ¥10,370,866

2021/03/08 交通費 ¥256 ¥10,455,508 No.12 ¥84,642 ¥10,370,866

2021/03/08 事業費 ¥207,170 ¥10,248,338 No.15 ¥84,642 ¥10,163,696

2021/03/12 交通費 ¥2,000 ¥2,000 ¥10,248,338 通帳 ¥82,642 ¥10,165,696

2021/03/31 交通費 ¥2,000 ¥2,000 ¥10,248,338 通帳 ¥80,642 ¥10,167,696

¥10,643,756 ¥395,418 ¥10,248,338 ¥10,248,338

2019繰越 ¥9,600,676
収入 ¥1,043,080
計 ¥10,643,756

¥395,418

¥10,248,338

¥647,662

同窓会通帳 ¥10,167,696
現金 ¥80,642

¥10,248,338

役員会会議費
評議員手当
同窓会入会金

証書フォルダー代

集計　　

評議員手当
評議員手当

同窓会費戻し（２人分）＋振込料
プリンターインク代

利息
FAX代(卒業式電報)

交通費

収入

支出

繰越金

2020収支

内容

昨年度繰越
評議員手当

FAX代(入学式電報)
名簿メンテナンス（リサーチ社）

利息
上鶴間高校訪問交通費（荒木）
上鶴間高校訪問会議費（荒木）

プリンターインク代
麗鶴祭経費　同窓会賞

ホームページ代
上鶴間高校訪問交通費（荒木）



月 令和2年度 令和3年度

4

入学式

役員会

総会準備

第3回緊急事態宣言下

麗鶴会は取材以外をリモートに切替。

必要な機材を活動の為に揃える。

HPは毎週火曜日更新に決める。

5

監査

総会

第１回学校運営協議会参加（書面）

鶴高に何ができるか。

第一回メルマガ発信（メルマガテスト配信

済）鶴高の取材・周辺取材

6
麗鶴祭体育の部　不参加 動画編集　SNSの選択　アップロード

クラウド容量増加契約

7

麗鶴祭準備　不参加 感染症対策下では交流活動は難しいかと想像

する。可能であれば鶴高創立の取材を続行

し、現在と未来を更新していきたい。

8

役員会

PTA校内美化　不参加

学校訪問

9
準備実務

麗鶴祭　前日、二日間　不参加

10 第２回学校運営協議会参加（書面）

11 卒業リーフレット正式発注予定

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

卒業式祝電　証書リーフレット贈答経緯に確

認

会長・副会長打ち合わせ

第３回学校運営協議会参加（書面）

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2年度　麗鶴会　月別活動履歴



会計代理

以上

令和3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 ¥10,248,338

ＪＡ　相模大野支店　普通 ¥10,167,696
繰越金合計 ¥10,248,338

繰越金内訳 現金 ¥80,642

令和2年度　麗鶴会　収支報告書
令和3年3月31日現在

科目 内容 金額



現金確認画像

令和3年3月31日通帳記帳記録

通帳名義確認

通帳名義履歴

80,642

10,167,696



1.銀行通帳

2.該当期間における収支決算報告書

令和3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2年度　麗鶴会　会計監査報告書

令和3年3月31日現在

　会則第11条、令和2年4月1日より令和3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



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 10248338 9600676

会費 1,038,000 1,044,000

利息 80 80

計 11,286,418 10,644,756

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 110,000 110,000 110,000 0

事業費 500,000 215,390 1,000,000 784,610

広告費 500,000 35,860 100,000 64,140

事務費 50,000 15,016 100,000 84,984

会議費 100,000 3,163 100,000 96,837

交通費 30,000 9,769 30,000 20,231

教室改善準備費 0 0 1,000,000 1,000,000

学校修繕準備費 0 0 1,000,000 1,000,000

バス増発運動費 0 0 0 0

総会案内費 0 300,000 300,000

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 9,996,418 0 6,904,756 6,904,756

計 11,286,418 389,198 10,644,756

単位 : 円

主に文房具などの消耗品

行事に依存する

同上

ネット配信に移行

同上

現麗鶴会が判断し決済を行う

実質、積立予算

HP更新料、サーバー契約。機器購入

令和3年度　麗鶴会　予算（案）

自 : 令和3年4月 1日

至 : 令和4年3月31日

備考

3年度353名×会費3000×98％

備考

今後は委託管理を徹底

対面活動より、リモート活動にシフト


