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第 1号議案

平成 29年度会務報告

0本部主催
0常任幹事会 :5月 9日 (火 )

・幹事会 :5月 27日 (土 )

。支部長連絡会議 :(臨時)4月 19日 (水 )

(第 1回)7月 27日 (木)～ 28日 (金)水の音倶楽部
(第 2回)12月 13日 (水 )

(第 3回)平成 30年 2月 23日 (金 )

・ 同窓祭 :第 32回同窓祭  6月 25日 (日 )

・同窓会入会式 :平成 30年 3月 5日 (月 )

○支部主催
・外房支部総会 :平成 29年 4月 2日 (日 ) (副会長 2名 出席)

・千葉市支部総会 :平成 29年 4月 16日 (日 ) (会長、副会長出席 )

・京葉支部総会 :平成 29年 5月 7日 (日 ) (会長、副会長出席 )

・市原市支部総会 :平成 29年 5月 14日 (日 ) (会長、副会長出席 )

・北総支部総会 :平成 29年 6月 4日 (日 ) (会長、副会長出席 )

。東葛支部総会 :平成 29年 6月 11日 (日 ) (会長、副会長出席 )

・南総支部総会 :平成 30年 3月 11日 (日 ) (会長、副会長出席 )

○母校主催
・入学式 :平成 29年 4月 7日 (金) (会長出席 )

・創立記念講演会 :平成 29年 5月 11日 (木)

「我が国の南極観測 60年J平山善吉氏 27C (会 長、副会長、支部長他出席)

・第 15代校長須之内義昭氏叙勲祝賀会 :平成 29年 7月 2日 (土)

(会長、副会長、支部代表者出席)

・ 千工祭 校内公開 :10月 27日 (金) (会長、副会長、支部代表者出席 )

一般公開 :10月 28日 (土) (会長、副会長、支部代表者出席 )

・平成 29年度開かれた学校づくり委員会 :10月 28日 (土) (副会長出席 )

。卒業式 :平成 30年 3月 6日 (火) (会長、副会長、支部長出席)

○一般財団法人千工会主催
・千工会/学校/同窓会 との連絡会議 :平成 30年 2月 10日 (土)

(会長、副会長出席)



第 2号議案

平成 29年度 委員会報告

0総務委員会
(1)常任幹事会の開催 :5月 9日 (火 )

(2)幹事会の開催 :5月 27日 (土 )

(3)本部三役会議の開催 :4月 28日 (金 )、 5月 27日 (土 )、 12月 13日 (水 )

会長選考委員会 :8月 24日 (木 )、 10月 6日 (金)、

(4)支部長連絡会議の開催 :4月 19日 (水 )、 7月 27日 (木)～ 28日 (金 )、

12月 13日 、平成 30年 2月 23日 (金 )

(5)学校/生徒会/同窓会 との連絡会 :5月 25日 (本 )

(6)同窓会入会式の開催 :平成 30年 3月 5日 (月 )※ 同窓会会員証の交付

(7)部活動の関東・全国大会等への出場祝い金交付

(p4決算報告参照)

O広報編集委員会

(1)第 28号反省会 7月 22日 (土)蘇我庄や

(2)第 29号第 1回編集委員会 9月 2日 (土)京葉銀行文化プラザ

(3)第 29号第 2回編集委員会 10月 28日 (土)千工会館

(4)第 29号第 3回編集委員会 平成 30年 1月 13日 (土)京葉銀行文化プラザ

○同窓祭実行委員会

平成 29年 4月 15日 (土)

平成 29年 5月 27日 (土)

平成 29年 6月 10日 (土 )

平成 29年 6月 23日 (金)

平成 29年 6月 25日 (日 )

平成 29年 7月 14日 (金)

平成 29年 7月 27日 (木)

実行委員長・補佐役等会議

(ロ ッテ リア千葉中央 ミーオ店 )

実行委員長・補佐役等会議 (千工会館 )

1実行委員長・補佐役等会議

(ロ ッテ リア千葉中央 ミーオ店)

実行委員長・補佐役等会議 (JFEみや ざき倶楽部)

第 32回同窓祭の開催 96名 (JFEみやざき倶楽部)

実行委員長・補佐役等会議 (千二会館)

支部長会議で第 32回同窓祭の結果報告・反省会

(水の音倶楽部)

「第 33回同窓祭について」

実行委員長 0補佐役等会議

(ロ ッテ リア千葉中央 ミーオ店)

平成 29年 12月 1日 (金 )

平成 29年 12月 13日 (水):第 33回同窓祭実行委員会 (千工会館 )

平成 30年 2月 23日 (金):第 33回同窓祭実行委員会 (千工会館)

平成 30年 3月 13日 (火 ) 実行委員長・補佐役等会議

(ロ ッテ リア千葉中央 ミーオ店)

○レクリエーシヨン委員会

(1)ゴルフ同好会

平成 29年度本部春季 (徳永記念)親睦ゴルフ大会 :5月 16日 (火)28名
房総カン トリー・大上ゴルフ場
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○レクリエーション委員会

(1)ゴルフ同好会

平成 29年度本部春季 (徳永記念)親睦ゴルフ大会 :5月 16日 (火)28名
房総カン トリー・大上ゴルフ場

平成 29年度秋季親睦ゴルフ大会 :10月 17日 (火)27名
真名 CCゲイ リープレイヤー

(2)麻雀同好会

本部主催第 21回麻雀大会 :平成 29年 10月 1日 (日 )20名    .
マーチャオシグマ千葉店

(3)囲碁同好会

第 56回
第 57回

第 58回
第 59回

平成 29年 4月 25日 (火 )西千葉囲碁センター

平成 29年 7月 25日 (火)(母校生徒 との交流大会 )

西千葉囲碁センター

平成 29年 10月 24日 (火)西千葉囲碁センター

平成 30年 1月 23日 (火)西千葉囲碁センター

(4)ハイキング同好会

春季ハイキング :平成 29年 4月 1日 (土)「築地・月島界隈の散策」 30名

秋季ハイキング :平成 29年 11月 11日 (土)

「秩父長瀞・宝登山ハイキング」 23名

(5)グラウン ドゴルフ同好会

第 6回グラウン ドゴルフ大会 :平成 29年 9月 9日 (土)21名
千葉市 高品運動広場

0環境整備委員会

植栽 :平成 30年 1月 26日 (金) 生徒・保護者(15名 )・ 同窓会 (7名 )で実施

イ グ
ア

、

Oレディス・ ビオラ

総会・春の集い :平成 29年 4月 8日 (上)船橋市 割烹旅館玉川

秋の集い :平成 29年 10月 14日 (土)千葉市 そごう百貨店内レス トラン

○千工祭委員会

(1)平成 29年 10月 26日 (木):準備 (会長、副会長、支部代表者 )

「財団千工会 。本部・各支部・ レディスピオラの活動状況をパネルで展示」

(2)平成 29年 10月 27日 (金):校内公開 (会長、副会長、支部代表者)

(3)平成 29年 ■0月 28日 (上):一般公開 (会長、副会長、支部代表者 )
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第3号議案

収入の部

支出の部

平成29年度 会計決算報告
(平成29年4月 1日 ～平成30年3月 31日 )

(単位

(単位 :円・△印は減 )

収支差額 : 4,206,856円 (次年度へ繰り越し)

:円 口△印は

科 目 予算額 H29決 算額 増 減 備  考

繰  越  金 2,886,603 2,386,603 0

同窓会入会金 1,325,000 1,315,000 10,000 29年度卒業生@5,000X263名

千工会助成金
3,000,000 3.000,000 0 同窓会運営費助成金

400,000 400,000 0 母校周年行事積立金

同 窓 会 寄 付 金 500,000 817,170 △ 317,170

同 意 祭 会 費 500,000 584,650 △ 841650 〔@5,0∞ X95名卜手数料+当 日参加

雑  収  入 0 70,000 △ 70,000 千二会より祝儀、80周年記念誌、寄付

合   計 8,611,603 9,073,423 △ 461,820

科  目 予算額 H29決 算 額 増 減 備  考

文  化  費 250,000 260,602 △ 10,602 会員証、証書入簡代・生徒会補助

会  議  費 100,000 891251 10,749 常任幹事会・各委員会

旅 費 400,000 324,228 75,772 本部旅費

通  信  費 20,000 11,634 8,366 通信費・振込手数料等

同 窓 祭 費 650,000 508,144 81,856 同意祭運営費

支 部 助 成 費 744,000 744,000 0 支部助成費

レ ク 活 動 費 60,000 56,000 4,000 レク委員会活動費

環境整備支援 費 10,000 9,812 188 環境整備支援費

事  務  費 80,000 80,905 △ 905 事務用品・ポスターペーパー

会 報 発 行 費 1,800,000 1,947,090 △ 147,090 会報印刷・発送費等

渉  外  費 400,000 374,901 25,099 支部総会参加費他

母校周年行事積立金 400,000 400,000 0 母校周年行事積立金(4∞,000円 )

予  備  費 3,697,603

合   苦 8,611,603 4,866,567

平成20年 7月 3日

平成29年 11月 7日
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平成29年度 監査報告

平成 30年 5月 1日 (火)千葉工業高校 (千二会館)において、

平成 29年度の会計について、各帳票、証拠書類を照合監査

した結果、適正に処理 されていたことを報告いた します。

平成 30年 5月 1日

監査

監査

監査

宇 野

島 石

春 藤

印
　
印
　
印

ル

斐
　
彦

昭
　
　
　
グ
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第 4号議案

平成 30年度 会務計画

○本部主催

1.常任幹事会の開催 :5月 10日 (木)千 工会館
2.総会の開催 :5月 26日 (土)千 工会館
3.支部長連絡会議の開催 :5月 30日 (水 )、 9月 28日 (金 )、

平成 31年 2月 22日 (金)千 工会館
4.同窓祭の開催 1第 33回同窓祭  6月 24日 (日 )JFEみやざき倶楽部
5。 同窓会入会式の開催 :平成 31年 3月 4日 (月 )母 校 体育館

※同窓会会員証の交付
6.部活動の全国大会等への出場祝い金交付
7.学校/生徒会/同窓会 との連絡会 :平成 年 月 日 ( )

○支部主催
1.外房支部総会 :4月 8日 (日 )東 金市 八鶴亭
2.千葉市支部総会 :4月 15日 (日 )千 葉市 ホテルプラザ菜の花
3.京葉支部総会 :5月 6日 (日 )船 橋市 割烹旅館玉川
4,市原市支部総会 :5月 13日 (日 )市 原市 五井グランドホテル

5,北総支部総会 :6月 2日 (土)佐 倉市 ホテル リッチタイム

6.東葛支部総会 :6月 10日 (日 )我 孫子市 鈴木屋本店
7.南総支部総会 :平成 31年 3月 10日 (日 )君 津市 ホテル千成

○母校主催
1.平成 30年度 入学式 :4月 9日 (月 )(会長出席 )

2.平成 30年度 創立記念講演会 :5月 10日 (木 )

「パイプオルガンに魅せ られて一歴史とその しくみ―」松崎譲二氏 40M
3.千工祭 10月 25日 (木):準備

10月 26日 (金):校内公開

10月 27日 (土):一般公開

4.平成 30年度 卒業式 :平成 31年 3月 5日 (火 )

5。 開かれた学校つくり委員会への出席 (適宜)

○一般財団法人千二会主催

(1)一般財団法人千工会、学校、同窓会との連絡会議 :平成 31年 2月 16日 (土 )

‐6‐



第 5号議案

平成 30年度 委員会計画
○総務委員会
(1)常任幹事会の開催 :5月 10日 (本)千 工会館
(2)総会の開催 :5月 26日 (土)千 工会館
(3)本部三役会議の開催 :4月 9日 (月 )以 後適宜計画
(4)支部長連絡会議の開催 :5月 30日 (水 )、 9月 28日 (金 )

平成 31年 2月 22日 (金 )

(5)学校/生徒会/同窓会との連絡会 1 月 日 ( )
(6)同窓会入会式の開催 :平成 31年 3月 4日 (月 )※同窓会会員証の交付
(7)部活動の全国大会等への出場祝い金交付

0広報編集委員会・

(1)第 29号 反省会 7月 28日 (土)14時 京成電鉄労働組合会館
(2)第 30号 第 1回編集委員会 9月 1日 (土)14時 京成電鉄労働組合会館
(3)第 30号 第 2回編集委員会 10月 27日 (土)14時 千工会館
(4)第 30号 第 3回編集委員会 平成 31年 1月 12日 (土)14時

京成電鉄労働組合会館

京成電鉄労働組合会館 :〒 275‐0016 習志野市津田沼 4丁 目8
京成津田沼駅 南口 徒歩 3分

0同窓祭実行委員会

5月 10日 (木 )

6月 上旬

6月 中旬

6月 24日 (日 )

7月 上旬

9月 28日 (金)

12月

実行委員長・補佐役等会議 (千工会館)

実行委員長・補佐役等会議 (ロ ッテリア千葉中央 ミーオ店)

実行委員長・補佐役等会議 (JIEみやざき倶楽部)

「第 33回同窓祭 。同窓会創立 65周年記念」の開催

(JFEみやざき倶楽部 )

実行委員長・ 補佐役等会議 (ロ ッテ リア千葉中央 ミーオ店 )

第 33回同窓祭の結果報告・反省会
実行委員長・補佐役等会議 (ロ ッテリア千葉中央 ミーオ店 )

平成 31年 2月 22日 (金):第 34回同窓祭実行委員会 (千工会館 )

0レクリエーション委員会

(1)ゴルフ同好会
・平成 30年度本部春季 (徳永記念)親睦ゴルフ大会 :

5月 15日 (火)房 総カン トリー・大上ゴルフ場
。平成 30年度本部秋季親睦ゴルフ大会 :10月 16日 (火 )

真名 CCゲイ リープレイヤー
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(2)囲碁同好会

第 60回
第 61回

第 62回
第 63回

4月 24日 (火)西 千葉囲碁センター

7月 24日 (火 )(在校生との交流大会)

10月 23日 (火)西 千葉囲碁センター

平成 31年 1月 22日 (火)西 千葉囲碁センター

西千葉囲碁センター

(3)ハイキング同好会

春季ハイキング :4月 7日 (土)

「福生市 玉川上水遊歩道ハイキング」 23名
秋季ハイキング :12月 1日 (上 )

「山梨県 天上山ハイキングJ

○レディス・ ビオラ

(1)4月 7日 (土):総会・春の集い 船橋市 割烹旅館玉川

(2)10月    :秋 の集い 千葉市内にて開催予定

0千工祭委員会

(1)10月 25日 (本):準備

(2)10月 26日 (金):校内公開

(3)10月 27日 (土):‐般公開
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第6号議案

平成30年度 会計予算
(平成30年4月 1日 ～平成31年3月 31日 )

千 二 会 助 成 金

レクリエーション委員会活動費

支部総会参加費・慶弔費

平成30年度予算
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第 7号議案

千葉工業同窓会会則の一部改正について

千葉工業同窓会会則の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

(任期)

第 8条 役員の任期は 2年 とし、 再任

を妨げない。ただ し、会長は、次の制限

を設ける。
ア 退任年齢を 75歳とする。

イ 就任最終年齢を 73歳とする。

ウ 再任は、 3期 6年を限度 とする。

(任期)

第 8条 役員の任期は 2年 とし、再

任を妨げない。ただし、会長の再任

は 3期 6年を限度とする。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。。

附 則

この会則は、平成 30年 5月 26日 から施行する。

第 8号議案

千葉工業同窓会規約の一部改正について

千葉工業同窓会規約の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

(母校の後援 )

第 5条 会則第 4条第 4号に規定する母校の

後援は、次のとお りとする。

(1)部活動に対する申出があつたときは、

常任幹事会の承認を得て、次に定める助

成金を交付することができる。

ア 県大会  10,000円 以上

関東大会 10,000円 以上

全国大会 10,000円 以上
■

２

関東大会  10,000円 以上

全国大会  10, 000円 以上

(母校の後援)

第 5条  (略 )

(略 )(1)

ア

イ

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規約は、平成 30年 5月 26日 から施行する。
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第 9号議案
会長の選任について

千葉工業同窓会長が本年 5月 をもつて任期満了することに伴い、平成 29年 8月

24日 、 10月 6日 、千葉工業同窓会会則第 7条第 1項第 1号の規定に基づき、会

長選考委員会において選考の結果、下記の者を全会一致で次期会長に選任すること

に決定 したので、総会の承認を求めるもの。

記

布施 敏雄 (41E)  (千 葉市支部 )



第 10号議案

会計監査、副会長及び事務局長・ 次長について

千葉工業同窓会会則第 7条第 1項第 2号に規定する会計監査、第 3号に規定する
副会長、第4号に規定する事務局長及び事務局次長を次のとおり指名いたします。

1。 会計監査

会計監査

会計監査

会計監査

2.副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

房
進

彦

昭

　

公

野

石
藤

宇
高

齊

34M (京 葉支部)

35M (南 総支部)

37C(市 原市支部)

若月 忠良 37M (京 葉支部)

金子  衛  38M (北 総支部)

宮崎 一雄 42C(千 葉市支部 )

藤井  孝 42M (京 葉支部)

冨田  博 44M (東 葛支部)

3. 事務局長・ 事務局次長

事務局長  長嶋

事務局次長 中村

42E(外 房支部)

60E(千 葉工業高等学校 職員)

雄
介

孝

啓

会 計   松浦  悟 53E(千 葉工業高等学校 職員)

西澤 康男 (千葉工業高等学校 校長)問

問

顧

顧

その他
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