
　　　　　新型コロナウィルス感染症防止のため、
　　　　　HP掲載書面決議
　　　

日 時：２０２１年５月２１日（金）

２０２１年度

根笹会
理事・評議員会

（総　会）
議　案　書



議　事
　

　

第5号議案　２０２１年度収支予算書(案)　　　　　　　　　　　　

第６号議案　同窓会名簿作成について

2021年度　根笹会

　理事・評議員会（総会）次第

第１号議案　２０２０年度事業報告　　　　　　　　　　　　　　  

第２号議案　２０２０年度収支決算報告及び会計監査報告

第３号議案　２０２１年度本部役員改選(案)　　　　　　　　　　

第4号議案　２０２１年度事業計画(案)　　　　　　　　　　　　　



 2020年度事業報告
議案　第1号

年　月　日 事　業　名 場　　　　所 備　　　　考

２０２０年

４月１７日（金） 会計監査
新島学園
フィリアホール

会計監査

４月２２日（水） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

総会資料確認

    ６月４日（木）
理事・評議員会
　　　　　　(総会)

郵送による書面決
議

総会資料HP掲載（決議書返信329名）

７月３日（金） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

同窓会報「根笹」について打ち合わ
せ

７月１６日(木) 新島学園改革委員会 並木苑

８月２０日(木) 新島学園改革委員会 並木苑

９月２４日(木) 新島学園改革委員会 並木苑

１１月２０日(金) 新島学園改革委員会 並木苑

１２月１日(火)
同窓会報「根笹」
　　　　　　５３号発行

同窓会報「根笹」
郵送 同窓生全員に郵送

１２月１７日(木) 新島学園改革委員会 並木苑

２０２１年

１月２８日(木） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

根笹賞選考会

２月２６日(金) 同窓会入会式 新島学園礼拝堂 高校卒業式予行にて

３月１日(月) 根笹賞授与式(高校) 新島学園礼拝堂 高校卒業式にて

３月１９日(金) 根笹賞授与式(中学) 新島学園礼拝堂 中学卒業式にて

学校法人新島学園が設置した委員
会で｢ガバナンス・コンプライアンス機
能の改革に向けた取り組みについ
て｣同窓会本部役員代表7名により協
議し学園に提言。



議案　第2号

科目 予算額 決算額 予算差異 備考

1 前年度繰越金(1) 5,100,142 5,100,142 0

2 同窓会費収入 6,250,000 6,250,000 0
10,000×625名
(70期生・72期生・75期生）

3 名簿代収入 0 0 0

4 利息収入 1,000 1,040 40 定期 1,019円   普通21円
5 雑収入 1,900,000 1,163,830 -736,170 根笹協賛金
6 収入小計(2) 8,151,000 7,414,870 -736,130

収入合計(1)+(2) 13,251,142 12,515,012 -736,130

　支出

科目 予算額 決算額 予算差異 備考

1 印刷費 10,000 0 -10,000 同窓会報根笹印刷費
2 会議費 500,000 112,012 -387,988 役員会等

3 事務費 130,000 155,620 25,620
ｺﾋﾟｰﾘｰｽ145,200円
使用料10,420円

4 消耗品費 5,000 0 -5,000 ファイル代
5 遠征費補助金支出 200,000 80,000 -120,000 部活動全国大会出場祝金
6 同窓会等助成金支出 300,000 10,000 -290,000 6期同窓会開催

7 旅費交通費 10,000 0 -10,000

8 通信費 70,000 75,676 5,676 電話料金・郵便代等
9 根笹編集関連費 130,000 131,340 1,340 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ131.340円 

10 同窓会主催事業費 1,200,000 3,635,891 2,435,891
根笹送付・ネット環境構築支援金
（生徒1人2,000円＊1251名支援）

11 学園祭協賛金 0 0 0

12 雑費 80,000 71,496 -8,504 県下高校OB・OGｺﾞﾙﾌ等
13 予備費 30,000 0 -30,000

支出小計(4) 2,665,000 4,272,035 1,607,035

当年度収支差額(2)-(4) 5,486,000 3,142,835 -2,343,165

次期繰越(5) 10,586,142 8,242,977 -2,343,165

支出合計(4)+(5) 13,251,142 12,515,012 -736,130

注:　予算差異の－は、予算未達成を意味する。

現金 10, 932円 振替口座　1,162,830円 1,173,762

普通預金　群馬銀行/安中支店 No.446478 7,069,215

　　　繰越金残高計(a) 8,242,977

固定性定期預金　群馬銀行/安中支店 No.368546 (b) 12,000,000

      正味財産(a)+(b) 20,242,977

2020年度　収支決算書　(一般)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2020.4.1～2021.3.31)　　　　　　　　(単位:円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

財産目録　　



名称(部活動名等) 名  前 学年 大  会  名 種  目 結  果

陸上競技部 第７３回群馬県高等学校対抗陸上競技大会 女子総合 優勝

ソフトボール部
令和2年度群馬県高等学校体育大会
兼群馬県高等学校ソフトボール選手権大会

優勝

テニス部 令和２年度群馬県高等学校新人テニス大会 男子団体 準優勝

男子サッカー部 令和2年度第９９回全国高校サッカー選手権大会群馬県大会 男子団体 第３位

男子バスケットボール部 第7回 3X3U18日本選手権大会 3X3バスケットボール 第４位

ソフトボール部 稲垣　拓朗 3年
第13回U18男子ソフトボールWORLDCUP
（ニュージーランド開催）

日本代表 投手 優勝

ソフトボール部 山口　葵育 3年
第13回U18男子ソフトボールWORLDCUP
（ニュージーランド開催）

日本代表 捕手 優勝

石塚　彩 3年 高校３年間 全教科最優秀

陸上競技部 阿部田　莉月 2年 第７３回群馬県高等学校対抗陸上競技大会 女子５０００ｍW 優勝

陸上競技部 髙尾　美月 ２年 令和２年度群馬県高等学校新人陸上競技大会 女子５０００ｍW 優勝

陸上競技部 星野　心愛 ２年 令和２年度群馬県高等学校新人陸上競技大会 女子４００ｍH 優勝

陸上競技部 高木　なるみ １年 第７３回群馬県高等学校対抗陸上競技大会 女子８００ｍ 優勝

ソフトテニス部 小林　彩奈 ２年 令和2年度群馬県高等学校夏季ソフトテニス大会シングルス 第２位

スキー部 永井　愛莉 ２年 令和元年度第69回全国高等学校スキー大会群馬県予選
大回転(ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ).
回転

第４位

特別課外活動（明石杯） 今井 花香 ２年 2020年明石杯高校生英語コンテスト スピーチ第１部 優勝

特別課外活動（新体操） 小野　寧々 1年 令和２年度群馬県高等学校総合体育大会 新体操 女子個人総合 優勝

男子バスケットボール部 岩田　悠馬 3年
2020年度 群馬県高体連バスケットボール専門部
優秀選手賞受賞

男子バスケットボール部 関口　世南 2年 2020年度 群馬県バスケットボール U16国体選抜選手

男子バスケットボール部 柄澤　日向 １年 2020年度 群馬県バスケットボール U16国体選抜選手

男子バスケットボール部 古矢　大空 1年 2020年度 群馬県バスケットボール U16国体選抜選手

生徒会 浅川 天澪 3年
令和2年度全国高等学校総合体育大会
群馬県高校生活動西部地区推進委員会学校代表委員

写真部 岡田　真歩 １年 第6回朝日中学生高校生フォトコン

特別課外活動（新島論文） 新部　桜子 ３年
2020 年度 新島襄生誕178年記念学生・生徒懸賞論文
「なぜ内陸群馬県でキリスト教伝道は成功したのか」

特別課外活動（理科） 原 琴音 ２年

特別課外活動（理科） 小板橋　里織 ２年

ソフトボール部 第３４回群馬県中学校新人ソフトボール大会 男子団体 優勝

陸上競技部 第７０回群馬県中学校駅伝競走大会 女子 準優勝

バドミントン部 令和２年度 第４2回 群馬県中学校新人バドミントン大会 男子学校対抗戦 準優勝

男子サッカー部  第51回群馬県中学校新人サッカー大会 男子団体 第３位

男子バスケットボール部
第3回 群馬県U15バスケットボール選手権大会
兼 全国U15バスケットボール選手権大会 群馬県予選

第3位

硬式テニス部 令和２年度群馬県中学校新人テニス大会 男子団体 第３位

バスケットボール部 竹之内　櫂 3年
第3回 群馬県U15バスケットボール選手権大会
兼 全国U15バスケットボール選手権大会 群馬県予選

バドミントン部 佐瀬　龍之介 2年 令和２年度 第42回 群馬県中学校新人バドミントン大会 男子ダブルス 優勝

バドミントン部 濵西　心太 1年 令和２年度 第42回 群馬県中学校新人バドミントン大会 男子ダブルス 優勝

特別課外活動 （アイスホッケー） 内海　基成 3年 令和2年度関東中学校アイスホッケー大会 第3位

特別課外活動 （アイスホッケー） 柳澤　太楽 3年 令和2年度関東中学校アイスホッケー大会 第3位

バスケットボール部 市村　京寿結 3年 2019年度 群馬県バスケットボール U14強化指定選手選出

2018年9月～2021年8月活動

２０２０年度 第29回根笹賞 受賞団体・個人一覧
高等学校の部

特別賞団体

特別賞個人

高校3年間全教科最優秀

奨励賞個人

ネッツトヨタ高崎社長賞

奨励賞個人 優秀賞

第６８回群馬県理科研究発表会
テーマ 「小惑星アンフィトリテ(29)の光度曲線と3Dモデルの検証」

自然科学専門部会長賞

自然科学専門部会長賞

優秀選手賞受賞

奨励賞個人

中学校の部

特別賞団体

特別賞個人



議案　第3号

役職名 氏　名 期

1 会長 立見
タツミ

　賢治
ケンジ

20

2 副会長 谷
タニ

　勝彦
カツヒコ

25

3 副会長 山田
ヤマダ

　中久
ナカヒサ

26

4 副会長 静
シズカ

　朋
トモ

人
ヒト

32

5 幹事 吉沢
ヨシザワ

　尚
タカシ

志 26

6 幹事 湯本
ユモト

　直也
ナオヤ

28

7 幹事 田中
タナカ

　美香
ミカ

29

8 幹事 臼田
ウスダ

　周一
シュウイチ

30

9 幹事 大野
オオノ

　晋吾
シンゴ

34

10 幹事 山田
ヤマダ

　恵一
ケイイチ

37

11 幹事 横山
ヨコヤマ

　慶一
ケイイチ

38

12 幹事 高橋
タカハシ

　司
ツカサ

42

13 幹事 前田
マエダ

　美佐
ミサ

43

14 幹事 荻原
オギワラ

　昌弘
マサヒロ

45

15 監査 佐藤
サトウ

　光昭
ミツアキ

20

16 監査 武者
ムシャ

　利通
トシミチ

20

17 監査 小林
コバヤシ

　栄
ヨシ

郎
ロウ

25

「新島学園同窓会会則」第9条(役員の任期)・・・役員の任期は２ヶ年とし、再任を妨げない。

参考

1 事務局長 小宮山
コミヤマ

　仁
ヒトシ

29

2 事務局 佐俣
サマタ

　幹夫
ミキオ 28

3 事務局 沖田
オキタ

　恭子
キョウコ 28

4 事務局 須
ス

川
カワ

　裕
ユタカ 36

5 事務局 髙木
タカギ

　直貴
ナオキ

51

6 事務局 津布久
ツブク

　藍
アイ 55

7 事務局 坂田
サカタ

　拓
タク

斗
ト 57

8 事務局 白井
シライ

　杏奈
アンナ

62

9 事務局 中林
ナカバヤシ

　千香
チカ

2021～2022年度　同窓会本部役員改選（案）の件
2021.6.



 2021年度事業計画(案）
議案　第4号

年　月　日 事　業　名 場　　　　所 備　　　　考

２０２１年

４月２３日（金） 本部役員会
新島学園
フィリアホール

総会について

６月
理事・評議員会
　　　　　　(総会)

郵送による書面決
議

総会資料HP掲載

６月１９日（土）
～２０日（日）

学園祭 新島学園中・高 コロナ禍の状況により来場者制限有り

７月 本部役員会
新島学園
フィリアホール

同窓会報「根笹」打ち合わせ

中止
第４３回ゴルフ大会
(新型コロナウィルス感
染症防止の為中止）

富岡クラブ 担当期：３４期、４０期（次年度継続）

１０月１日(金)
同窓会報「根笹」
　　　　　　５４号発行

同窓会報「根笹」
郵送

１０月中旬 本部役員会
新島学園
フィリアホール

１２月２６日(日) クリスマスコンサート 軽井沢大賀ホール
主催：新島学園中学校
                  高等学校

２０２２年

１月中旬 本部役員会 未定 根笹賞選考会

２月２８日(月) 同窓会入会式 新島学園礼拝堂 高校卒業式予行にて

３月1日(火) 根笹賞授与式(高校) 新島学園礼拝堂 高校卒業式にて

３月１８日(金 ) 根笹賞授与式(中学) 新島学園礼拝堂 中学卒業式にて



議案　第5号

　収入 (単位:円)

科目 前年度決算額 予算額 増減 備考

1 前年度繰越金(1) 5,100,142 8,242,977 3,142,835

2 同窓会費収入 6,250,000 6,510,000 260,000
10,000×651名
 (中１･高１･高３ 合計)

3 名簿代収入 0 0 0

4 利息収入 1,040 1,000 -40 前年実績
5 雑収入 1,163,830 1,700,000 536,170 根笹協賛金
6 収入小計(2) 7,414,870 8,211,000 796,130

収入合計(1)+(2) 12,515,012 16,453,977 3,938,965

　支出

科目 前年度決算額 予算額 増減 備考
1 印刷費 0 10,000 10,000 根笹印刷費
2 会議費 112,012 130,000 17,988 会議費
3 事務費 155,620 160,000 4,380 ｺﾋﾟｰﾘｰｽ料・使用料
4 消耗品費 0 5,000 5,000

5 遠征費補助金支出 80,000 200,000 120,000 部活動大会出場補助
6 同窓会等助成金支出 10,000 300,000 290,000 同窓会・地区根笹会補助
7 旅費交通費 0 10,000 10,000 事務局関係旅費
8 通信費 75,676 80,000 4,324 電話料金・郵便代等
9 根笹編集関連費 131,340 140,000 8,660 ﾎｰﾑﾍﾟｰジ更新料

10 同窓会主催･共催事業費 3,635,891 1,250,000 -2,385,891 新島学園ｻﾏｰｺﾝｻｰﾄ･根笹送付費用等
11 学園祭協賛金 0 300,000 300,000

12 雑費 71,496 80,000 8,504

13 予備費 0 30,000 30,000

支出小計(4) 4,272,035 2,695,000 -1,577,035

当年度収支差額(2)-(4) 3,142,835 5,516,000 2,373,165

次期繰越(5) 8,242,977 13,758,977 5,516,000

支出合計(4)+(5) 12,515,012 16,453,977 3,938,965

注:　増減欄の－は、前年実績を下回る予算額を意味する。

資産の部 前年実績 予算額
現金・振替口座 1,173,762 0

7,069,215 13,758,977

　　　繰越金残高計(a) 8,242,977 13,758,977

12,000,000 12,000,000

      正味財産(a)+(b) 20,242,977 25,758,977

定期預金　群馬銀行/安中支店 No.368546

2021年度　収支予算書[案]　　(一般)　　　　　

(2021.4.1～2022.3.31)

財産目録

普通預金　群馬銀行/安中支店 No.446478



2.これまでの経緯 約5年ごとの発行。（2015年、2009年・・・）
3.これからの同窓会名簿の在り方
4.同窓会名簿作成のために必要なこと
 会員動向調査～名簿の印刷・販売・発送まで
 参考
 2015年版収支  頒布価格は、4,000円(送料・消費税8％を含む)
          制作依頼会社：（株）旭出版

費用総計・・・8,112,750円   収入総計・・・8,132,000円
１）名簿について

規格：A4判（45名×2列組）
予約価格 4,500円（税10％・送料込み）
予定販売冊数：696冊（会員数約13,916名の5％）
会員名簿販売収入は、約313万円。

２）広告について 

  広告掲載者には、名簿1冊代金含む。
  予定広告収入は、300万円とする。
３）名簿発行支援金について
  1口：1万円

  予定支援金収入は、200万円とする。

  以上により、同窓会名簿の作成を(株)旭出版に依頼したい。

制作にかかる費用は、名簿作成支援金と名簿販売代金と
協賛広告で賄った。

   2021年版・・・ 制作依頼会社を前回と同じ（株）旭出版の下記契約条件で
                                 依頼したい。
            経費は、名簿の販売・広告・名簿発行支援金で充当する。

  なお、収入が予定額に満たない場合について同窓会からの不足分の
  補填はない。

支援協力者は、名簿中の名簿作成支援者芳名録に卒回（卒年）･氏名を
掲載する。名簿１冊代金を含む。

       広告価格：見返し（カラー）20万円、見返し（モノクロ）10万円、
         一般頁／1頁6万円.1/2頁4万円、1/4頁3万円とする.

                                  議案 第6号

1.同窓会名簿の意義
（1）   同窓生同士の連絡ツールの変化
（2）    同窓会の収入源
（3）    仕事の上で活用できる

同窓会名簿発行について



報告　第1号

〈地区根笹会〉

地　　　　区 開 　催　 日 場　　　　所 参 加 人 数

吾妻根笹会 未定 - -
伊勢崎･佐波根笹会 未定 - 中止

東京根笹会 未定 - 中止

安中根笹会 未定 - 中止

高崎根笹会 2020年10月２日(金）18時00分 ディア･フィオーレ･マリエール高崎 中止

前橋根笹会 未定 - 中止

富岡かんら根笹会 2020年11月7日（土）18時00分 アミューズ富岡 中止

桐生根笹会 - - 中止

埼玉根笹会 - - -
軽井沢根笹会 未定 - -
〈同期会〉

期 開　 催　 日 場　　　　所 参 加 人 数

６期
２０２０年９月３日（木）

～４日(金）
晴観荘 １２人

2021年度　開催予定

〈地区根笹会〉

地　　　　区 開 　催　 日 場　　　　所 参 加 人 数

吾妻根笹会 未定 -
東京根笹会 コロナ禍のため中止 -
安中根笹会 コロナ禍のため中止 -
高崎根笹会 2021年10月8日(金）18時00分予定 ディア･フィオーレ・マリエール高崎

前橋根笹会 - -
富岡かんら根笹会 2021年11月6日（土）18時00分予定 アミューズ富岡

伊勢崎･佐波根笹会 延期 -
桐生根笹会 - -
埼玉根笹会 - -
軽井沢根笹会 未定 -


