
平成 27年 7月 31日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 1回役員会

日時　7月 31日　Pm　3:00～5:00
場所　上鶴間高校　会議室

参加　荒木会長、鈴木会計、渡邉会計監査

　　　　寺澤総括、副校長先生

議題

1）　同窓会費の具体的運用の件
2）　今年度の事業計画について
3）　27年度以降の同窓会運営について
4）　その他
概要

No 検討 結論 課題 今後

1 運用は現役生にいかに還元していくか確認

再編による、まなびや基金の運用問題

県費と同窓会費と鶴校

の現実との兼ね合い

今年度は下駄箱整備を

役員一致で了承

役員は運用する

時、常に県費と

の線引きの見極

めを要求される。

再編決定後、ま

なびや基金具体

的運用検討へ

2 上溝高校から下駄箱移動と新規購入の決済

生徒会からの具体的要望があれば支出検討

新下駄箱は新学期から

運用にむけて設置調整

生徒会からの要望待

下駄箱に寄贈

ネーム入れは業

者さんに相談

自転車場不足と

今後のクラス編成

3 ハガキ郵送の取りやめ準備→HP開設
同意と決済を得る為の整備へ

麗鶴会のHP見積もり
新会則の素案の検討

来年度、最後のハガキ

案内の精査検討

会長がHP見積
鈴木会計が素案

第 2回議題へ

4 麗鶴祭、周年行事での同窓会事業を考察

卒業生からの照会依頼の件

適切な個人情報の取り扱い→会則の確認

リサーチ社の再登録、調

査可能かは渡邉が問合

せ→会長へ報告

今後の対応はど

うするか。

第 2回議題へ

次回予定

　再編情報開示後、平成 28年 2月までをめどに設定。上記の課題項目を検討し、ハガキの最終送付内容と
HP開設、現役生の為の適切な会費運用を目指していく。

所感

　旧くなった校舎や備品を見つめるのは悲し。しかし、現実に必要とされる母校の姿というものもは卒業生の郷

愁的アイコンとしてのみではない。現役生が今を見つめて、次に羽ばたいていく場となっているかどうか。

卒業生はそれを支える。私達の新しかった時間と現役生の今の新しい時間とが同じ校舎で共有出来るかどうか。

このことが卒業生の今の新しいエネルギーに繋がっていくことと考えたい。

備考

〇平成 28年度は創立 40周年記念行事は行わず

〇今年度、麗鶴祭は 9月 5、6日→他の卒業生を誘って渡邉が見学予定

〇地域貢献型アイドル Flare  ☆ 10月 11日東林地区での出演情報→渡邉可能ならば見学予定

以上



平成 27年 11月 16日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 2回役員会

日時　11月 16日　Pm 3:40～4:40
場所　上鶴間高校　応接室

参加　荒木会長、鈴木会計、渡邉会計監査

　　　　

議題

1）　麗鶴会HPの運営について

2）　卒業生名簿管理について

3）　今後の活動方針

4）　その他

概要

No 検討 結論 課題 今後

1 麗鶴会HPの運営について 会長がHPBにて製作。1月下旬に今年度

3年生に案内。4月以降に運用開始。卒

業生への最終ハガキに告知。

会長個人へ運営

管理が集中しな

いように。

将来的に業務を

個人、法人へ引

継ぎを視野に。

2 卒業生名簿管理について リサーチ社へは名簿管理の業務を継続

宛先不明のハガキ郵送停止

来年度にHP移管を告知し、郵送業務を

最後とする。

不在ハガキの精

査

渡邉がリサーチ

社へ郵送名簿精

査法を確認し、実

行する。

3 今後の活動方針 麗鶴会HPと最終ハガキ案内に 5月の 28
年度総会の前に行事を企画する。午前中

に草刈、校内清掃など。お弁当後に役員

会を予定してみる。また、麗鶴祭の参加企

画の検討。

役員のみではな

く、卒業生の横に

広がる企画が必

要。

参加人数は少な

くても継続する。

在校生と共有で

きる企画など。

4 その他 編成結果は 12月 14日以降に判明。それ

によって予算運営の方向性を決定する。

編成結果によって同窓会費運営を決定

県費と同窓会費

の住み分け

在校生、卒業生、

鶴校という場に有

効に執行してい

きたい

次回予定

日時　12月 17日　Pm 7:00　

場所　サイゼリア　大和つきみ野 店　神奈川県大和市下鶴間 15 53-1  ) 046-278-5891℡
　

備考

〇 HPBは予算より購入のこと。

〇再編確認は鈴木会計が電話にて 17日までに確認
　　　 

以上



平成 27年 12月 31日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 3回役員会

日時　12月 17日木曜日 Pm 7:30～9:20
場所　サイゼリヤ 大和つきみ野店

参加　荒木会長、鈴木会計、渡邉会計監査

　　　　

議題
1） 鶴高統廃合について

2） 卒業生名簿管理について

 3） 今後の活動方針

4） その他　参加人数を増やし、母校への注目を増やすために

概要

No 検討 結論 課題 今後

1 鶴高存続について 12月 14日に統合対象外れが決定 県の ICT 教育指

定校に特化

2 卒業生名簿管理について 完全な宛先不明以外、再度、HP開設告
知を最後の郵送とする。過去 2年の郵送
実績明細は下の表へ。

白紙委任返信、

未回答のリスト化

へ行事郵送の可

能性を残す

渡邉がリサーチ

社へ、何期、男女

比？、ハガキ〆

切を確認する

3 今後の活動方針 ハガキの個人情報以外の返信データを基

に次年度以降、行事を企画。掃除？、鶴

麗祭参加？。

HPの稼動で出

来ること、出来な

いことを見極める

まずは、HPで、
行事の企画、告

知を行う。

4 その他 HP設定→会長が学校に開設連絡

ハガキ内容→鈴木会計作成

リサーチへの問い合わせ確認など→渡邉

Turukou.comでド

メイン取得が可能

か、どうか。

1月 27日第 4回
までに各自、進め

る。

結論

      最終的に、HP開設まで持ち込んで、そして次年度以降、どれだけ、卒業生にリーチで　　　

　　　 切るか。行事内容ではなくて、鶴高という場所に卒業生とこれからの学生たちの未来を　　　

　　　 どれだけ重ねることができるかどうかが、行事立案への鍵ではないかと考える。

　　　 26年度の回答数と未回答数の 10500 通に対しての再度のアプローチ。

平成 26年 平成 27年

郵送数 11420 1784

回答数　 1500 770

宛先不明 1000 20

未回答数 9000 1000

次回予定

　　　 日時　1月 27日　水曜日　Pm 7:00　
場所　サイゼリア　大和つきみ野 店　神奈川県大和市下鶴間 15 53-1  ) 046-278-5891℡

　　　　　　　　中で先に入った人が席を取る。

以上



平成 28年 1月 27日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 4回役員会

日時　 1月 27日木曜日 Pm 7:00～8:00
場所　サイゼリヤ 大和つきみ野店

参加　荒木会長、鈴木会計、渡邉会計監査

　　　　

議題
1）HP開設

2）今後の活動方針

 3）卒業生ハガキ回答の返信結果

概要

No 検討 結論 課題 今後

1 HP開設について 卒業生へHP開設の案内は 1月末 内容の充実と

稼動して再検証

具体案写真企画

「鶴高の昔と今」

2 今後 0  ）  80      年代の鶴高写真今昔

1  ）ハガキ原稿→  3      月      1      日まで
2  ）会則の不備を検証　  3      月      1      日
3  ）鶴麗祭への参加の検討　
4  ）在校生から繋がる仕組みの検討

ライブラリー化素

材集めから仲間

と繋がる。

写真→渡邉

ハガキと会則の

検討→鈴木

鶴麗会・在校生と

のつながり→来

年度活動計画へ

3 返信ハガキの内訳 4期～10期の反応と 33期から数年が多し 反応の多い世代

へ

同窓会の存在へ

の注視を増やす

　

結論

      

　　  3月の卒業式にて、今年度の最終確認。

次回予定

日時　3月 1日　上鶴間高校　卒業式にて　鶴高の同窓会室にて　予定

以上



平成 28年 4月 6日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 5回役員会

日時　 3月 30日水曜日 Pm 7:00～8:00
場所　サイゼリヤ 大和つきみ野店

参加　荒木会長、渡邉会計監査 　　　

議題
1）H27年度予算会計締め手続きについて　

2）HPの開設、材料とリンク設定を鶴高に依頼の件

 3）H28総会議題　予算案の打ち出し

4)その他

概要

No 検討 結論 課題 今後

1 予算会計につい

て

一部、請求書欠品→書式整備し、会計と監

査がサイン

確認後、最悪、リサー

チからコピー

リサーチへは渡

邉が窓口

2 HP 画像素材はGoogleDriveへアップ済

観て興味深い内容→渡邉が記事を書く

鶴高のHPとリンクが未接続→リンク貼付依頼

少人数でのアイディア

限界。おっさんっぽい

内容と郷土史的興味の

バランス

4月 6日確認、相
談

3 H28年総会議題
予算案

ハガキの通知では堅いので未表記と当日、

前向きに来ているメンバーと考えていきたい。

内容を 4月 6日に検討 HPにて議題を掲

示。

4 その他 ハガキ返信元の件　私書箱の設置

PTAなどの横のつながり　鶴麗会出典検討

維持費が必要　必要な

らば交流目的の明確化

確認

　

結論

      

　　  4月 6日の入学式終了後、確認。→取り急ぎ、HPはハガキ到着後に起動している必要があり

本日

日時　4月 6日　上鶴間高校　入学式にて　鶴高の同窓会室にて　予定

以上



平成 28年 4月 28日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 6回役員会

日時　 4月 6日 Am11:00 ~12:00
場所　上鶴間高校　来賓室

参加　荒木会長、鈴木会計、渡邉監査 　　　

議題
1）請求書原本の明確化

2）事業計画　予算案の確認　今後の運営

 3）議案項目について
4)会則の改正について

　　　　5)HPの運用

概要

No 検討 結論 課題 今後

1 決算上の請求不

明書

渡邉がリサーチに確認→今後、変更できるか

リサーチと相談→渡邉（担

料金受取人払い請求

は高校に

会長が寺澤先生

に確認

2 H28年度予算の

立案と運営につ

いて

使うべきはつかう。見直すべき予算は見直す。

比較的、多額の会費の為、安易に運用でき

ないようにする会則等が、必要か、否か。

5月の総会とHPでうち
だしが必要。

4月 28日確認、
相談

3 議案項目設定 総会の開催に向けて前向きな議案とは何か 総会に注目する内容 4/28に検討

4 会則改正設定 会費運用の自由度と本来の役割とのバランス 役員決済のみ 4/28に検討

5 HPの運用 4月 14日の早朝より運用開始 定期更新 コンテンツの充実

　

結論

1)決算　　　　　　　　　　

2)リサーチ契約更新　　

3)H28年度予算案

4)予算案から議題設定と会則改正の問題点を検討

      

　　 

次回

日時　4月 28日　サイゼリア　Pm7:30より

以上



平成 28年 5月 6日
渡邉　玄

平成 27年度　上鶴間高校同窓会（麗鶴会）　第 7回役員会

日時　 4月 28日 19:30 ~20:30
場所　サイゼリア大和つきみの店

参加　荒木会長、鈴木会計、渡邉監査 　　　

議題
1） 決算業務

2） リサーチ社　契約更新

 3） H28年度予算案

4) 総会議案　会則について

　　　　5) HPの内容と更新について

概要

No 検討 結論 課題 今後

1 決算上の請求不

明書

2件中、1件確認。残り 1件は前会長に確認

を行うも数字的に明確な為、監査は了承

今後の仲間の為に書

式を確立する

総会にて説明

2 役員確認の上、

契約を更新

HPとリストの活用

3 洗い直し 使うべきは使い、予算に計上していく。 検討内容を清書 総会にて説明・承

認目指す

4 会則改正設定 会員と母校に寄与する為の構造を確立 自らしばる構造が必要 総会の議題

5 HPの運用 動画掲示開始 定期更新 コンテンツの充実

　

結論

　以上で平成 27年度の業務、一応、一区切りです。総会の準備から 28年度に向けて出発です。3人でなんと
か、かんとかやってきましたが、10 名以上の仲間で運営するためにがんばっていきましょう。

      

27年度、お疲れさまでした。

以上


