
令和３年度 守山高等学校 同窓会第１回役員会

（総会代替開催）

日 時 ８月１日（日）10：00 開始

場 所 守山市生涯学習会館

次  第

同窓会長挨拶

第１号議案  令和 2 年度活動報告

第２号議案  令和 2 年度収支決算報告並びに監査報告

第３号議案  令和３年度活動計画（案）

第４号議案  令和３年度収支予算（案）

第５号議案  役員改選について

その他

閉会挨拶



第１号議案

守山高等学校同窓会 令和２年度 事業報告

令和２年４月２６日  同窓会総会の中止決定

     〃     第１３期・第１４期還暦同窓会延期決定

〃  ５月２０日  親睦ゴルフコンペ中止決定

〃  ７月１１日  第１回役員会（総会代替）

（守山市生涯学習会館）

〃  ９月     第６号会報誌 友垣発行

〃  １１月１２日 第１３回親睦ゴルフコンペ開催

          ベアズパウジャパンＧＧ

令和３年 ２月２７日 第５６期生同窓会入会式

           ２６９名が入会 ７クラス１４名の幹事

〃   ４月 ４日 第２回役員会（守山市生涯学習センター）

＊昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い事業の中

止で行事への出席がありませんでした。





第３号議案

守山高等学校同窓会 令和３年度 事業計画（案）

令和３年 ４月末日  同窓会総会（開催見合わせ）

〃   ５月１８日 第１４回親睦ゴルフコンペ

〃   ７月１０日 第１４期生還暦同窓会

〃   ８月    第１回役員会（総会代替）

〃  １１月    第１５回親睦ゴルフコンペ

令和４年 １月    第２回役員会

〃   ２月    同窓会入会式

第 4 号議案

2021 年度（令和 3 年度） 一般会計・特別会計収支予算案

期日：2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 年 3 月末

収 入（一般会計） 収入（特別会計）

項 目 金 額 記   事 項 目 金 額 記   事

前期繰越金 1,389,954 前期繰越金 364,658 前年度会計より

会 費 810,000 3,000 円×270 名 寄付金 30,000 協力金、広告代

繰入 1,000,000 一般会計より

計 2,199,954 1,394,658

支 出（一般会計） 支 出（特別会計）

補助金 100,000 生徒会 科 目 金 額 記   事

賛助会費 50,000 学校後援会 祝い金 40,000 同窓会、入学式花代他

卒業記念品 130,000 印鑑 支援金 40,000 還暦同窓会支援金

通信費 150,000 HP 維持管理 友垣発行費 450,000 友垣 7 号

振替 1,000,000 特別会計へ繰入 印刷費

予備費 769,954 （期末残高見込み） 備品費

通信費 10,000 会議案内等郵送費

実質支出 (430,000) 会議費 5,000 お茶代他

予備費 849,658 （期末残高見込み）

計 2,199,954 計 1,394,658



第5号議案

役　職 氏　名 期 正・特 住所 備考

会　長 近藤　眞弘 　９期 大津市

副会長 太田　英夫 　６期 栗東市

副会長 立入　章作 　８期 野洲市

副会長 橋爪　建治 　９期 栗東市

事務局長 芝田　三義 １０期 守山市

事務局次長 白川　甚作 １２期 野洲市

会　計 服部　慎吾 ３６期 特別会員 草津市

書　記 南　　清章 １６期 守山市

書　記 西田　哲成 １４期 特別会員 大津市

理　事 北村　和成 　８期 守山市

理　事 松井　由美子 　９期 守山市

理　事 山本　雅啓 １０期 草津市

理　事 松田　泰子 １１期 草津市

理　事 土屋　博子 １２期 大津市

理　事 岩井　清子 １２期 守山市 新任

理　事 上田　智子 １２期 野洲市 新任

理　事 小林　弘子 １２期 彦根市 新任

理　事 西村　弘樹 ２３期 守山市

理　事 田中　大輔 ２８期 草津市

理　事 駒井　美香 ２８期 栗東市

監　査 井狩　辰也 ２９期 野洲市

監　査 神谷　信太郎 １８期 特別会員 竜王町

顧　問 荒川　泰宏 　６期 野洲市

特別会員は、同窓生で守山高校の先生です

２０２１・２０２２年度守山高等学校同窓会役員（案）


