
平成 21 年度川崎市立看護短期大学同窓会総会議事録 

 
日時：平成 21 年 10 月 11 日（日）11:00~12:30 
場所：川崎市立看護短期大学語学学習室 
議事： 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１． 開会の言葉 
２． 平成 20 年度活動報告 
３． 平成 21 年度活動計画 
４． 平成 20 年度会計報告 
５． 平成 21 年度予算案 
６． 次期役員 
７． 規約改正 
８． 閉会の言葉 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
１．開会の言葉 
廣瀬会長（1 回生）より開会の挨拶があった。 

 
２．平成 20 年度活動報告 
 平成 20 年度の同窓会活動について、廣瀬会長より以下の実績報告がなされた。名簿業者

の委託に関して質問があり、廣瀬会長より会社の概要や委託についてのこれまでの経過等

について説明がなされた。 

 
平成 20 年４月５日 
・川崎市立看護短期大学入学式参加 
・川崎市立看護短期大学後援会総会参加（顧問） 
・第 1 回同窓会理事会開催 

平成 20 年４月 16 日 
・同窓会たより発行準備 
・名簿業者委託に伴う準備作業 

平成 20 年５月 21 日 
・名簿業者委託に伴う準備作業 

平成 20 年８月 15 日 
・第 2 回同窓会理事会開催 

平成 20 年９月 
・名簿管理業者より『所在確認葉書』『同窓会たより（総会案内含む）』発送 

平成 20 年 10 月 12 日 
・平成 20 年度同窓会総会開催 

平成 20 年 11 月～平成 21 年 2 月 
・短大の調査研究協力 書類作成 

平成 21 年２月 23 日 



・卒業生への入会案内 
平成 21 年 3 月６日 
・「本学を離任・退任する先生方のお別れ式」参加・花束贈呈 

平成 21 年 3 月 7 日 
・川崎市立看護短期大学卒業式参加 
・卒業生入会手続き 
・後援会第 2 回理事会参加（顧問） 
・第 3 回同窓会理事会開催 

 
３．平成 21 年度活動計画  
 次年度の同窓会活動について、河野副会長（６回生）より以下の計画が説明された。新

たに取り入れられる活動として、在学生への同窓会周知や母校への貢献を目的とした青朋

祭での出店補助活動について具体的な説明がされ、平成 21 年度活動計画は承認された。 

 
平成 21 年 4 月 
・川崎市立看護短期大学入学式参加 
・川崎市立看護短期大学後援会総会参加 

平成 21 年 5 月  
・同窓会名簿を業者委託に向けての作業 

平成 21 年 6 月 
・同窓会総会日程、場所等について青朋祭実行委員会と協議 
・同窓会出店の検討 

平成 21 年 7 月 
・川崎市立看護短期大学後援会理事会参加 

平成 21 年 8 月  
・同窓会総会準備 

○同窓会総会案内通知 
○所在確認 

・同窓会理事会開催 
平成 21 年 10 月  
・平成 20 年度同窓会総会開催 
・同窓会理事会開催 
・青朋祭出店 

平成 22 年２月 同窓会理事会開催 
平成 20 年度卒業生入会案内アナウンス 

平成 22 年 3 月 
 「本学を離任･退任する先生方のお別れ式」参加 
川崎市立看護短期大学卒業式・後援会理事会参加（顧問） 
平成 21 年度卒業生へ同窓会入会手続き 
同窓会理事会開催 

 
４．平成 20 年度会計報告 



 森理事（２回生）より平成 20 年度の会計報告が以下のようになされた。 

   

収入の部 単位：円

項目 収入額 備考 

会費 \1,080,000 ￥10000×108 名 

寄付   

利子 \1,326 銀行利子 

前年度繰越金 \1,911,176   

合計額（①） \2,992,502   

 

支出の部 単位：円

費目名 支出額 備考 

贈答費 \19,450 花束（入学式、卒業式など） 

交通費  \5,200  

消耗品費 \735 封筒、ファイル 

備品購入費    

印刷費  

通信費 \7,995 郵便料金後納代金 

管理費 \291,369 名簿管理会社（サラト）への振込み 

雑費   

合計額（②） \324,749  

   

次年度繰越金（＝①－②）・・・ \2,667,753 

 
５．平成 21 年度予算案 
 会計報告に引き続き平成 21 年度予算案について、森理事より以下の内容が説明された。

支出の額が 20 年度と大きく違うことが質問され、平成 21 年度は名簿発行年にあたりそれ

に伴う費用を計上したことが説明された。平成 21 年度予算案は賛成多数にて承認された。 

 
収入の部 単位：円 

項目 収入額 備考 

会費 ¥1,000,000- 平成 21 年度入学生 + 平成 21 年度卒業生 

前年度繰越金 ¥2,667,753-  

合計（①） ¥3,667,753-  

 
支出の部 単位：円 

項目 収入額 備考 

贈答費 ¥40,000- 花束など 

交通費 ¥20,000- 各種会議参加のための電車代など 

消耗品費 ¥10,000- コピー用紙など 



使用料 ¥1,000,000- 名簿管理委託・発行委託費用など 

広報費 ¥80,000- 青朋祭出店補助など 

雑費 ¥50,000- アルバイト代、会議茶菓子代など 

合計（②） ¥1,200,000-  

 
次年度繰越金（＝①－②） ¥2,467,753- 

 
６．規約改正 
 廣瀬会長より以下の同窓会規約改正案が出された。改正の理由は、主たる入会手続きの

時期が入学時となったため（準会員の身分のときに入会するため）であることが説明され

た。規約改正案は賛成多数で承認され、本日付で施行することが確認された。 

 
同窓会規約第 12 条 

 

変 更 前 
本会の会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとし、経費は正会員の納

入する終身会費、寄付金及びその他の収入でまかなうものとする。なお終身

会費は 10000 円とする。 

 

 

変 更 後 
本会の会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとし、経費は会員(特別

会員を除く)の納入する終身会費、寄付金及びその他の収入でまかなうものと

する。なお終身会費は 10000 円とする。 

 
７．次期役員 
 次期役員について、以下のように 4 回生の折見さんが会長に、副会長・会計・会計監査

は前任者が引き続くことが承認された。 

 
会長  ：折見隆広（4 回生）  ※前任者 廣瀬穂積（1 回生） 
副会長 ：開智子（4 回生） 

 ：河野和弘（６回生） 
会計  ：池田佳奈（３回生） 

  ：山口郁美（３回生） 
会計監査：島田祥子（２回生） 

：野口一治（５回生） 

 
８．閉会の言葉 
廣瀬前会長より閉会の挨拶があった。閉会の言葉に続いて、吉村学長より短大の近況報

告・今後の展望等について話があった。総会出席者との意見交換等をした後、折見新会長

と吉村学長の間で今後も互いの発展のために連携していくことが確認された。 

 
以上 

 
 



同窓会理事会議事録 

 

日時：平成 21 年 8 月 8日（月）14：00～17:00 

場所：川崎市立看護短期大学進路指導室 

出席者：廣瀬、島田、河野、佐藤、折見（記録） 

 

 

議題 

１．前回の理事会からの継続案件 

２．今年度の総会について 

３．同窓会名簿について 

４．同窓会ロッカー鍵の保持者について 

５．進路指導室での PC 環境について 

６．役員間のデータ共有方法について 

７．その他 

 

 

１．前回の理事会からの継続案件 

昨年度 3 月の 12 期生卒業式で、43 名の卒業生から同窓会費の納入があった。なお、同

窓会のメンバーとして新たに、12 期卒の小松さん、大原さんが加わった。メーリングリス

トの登録がまだであるため、今後登録をすすめていく。 → 河野氏が連絡をする。 

また、現在までのメーリングリストの登録状況を把握する必要がある。 

 

２．今年度の総会について 

 日程：2009 年 10 月 11 日 11：00 ～ 12：00 

 議事：活動報告、活動計画、予算案、定款改正、役員選出 

  

 ・主な活動計画 

  継続事業：同窓会名簿の作成・発送 

  新規事業：青朋祭へ出店し広報活動を行う 

 

 ・主な予算案抜粋 

  収入：15 期入学生 56 人、13 期卒業生 50 人（予定） 

継続支出：名簿作成費 100 万円 

新規支出：広報費 8 万円上限 （青朋祭への出店補助） 

 

・役員選出 会長：廣瀬 → 折見  

 

・総会の準備 

資料：総会議事作成（廣瀬）、総会案内作成（河野）、予算案（森）、定款改正案（佐藤） 

     8 月 20 日をめどに送付資料の完成を目指す 



案内：9月の上旬にはお知らせできるよう調整する 

   お知らせの内容は総会の案内、名簿の発行の案内、非会員の登録促進など 

会場：11 日当日 9：00 に集合し印刷等の準備を行う 

 

３．同窓会名簿について 

同窓会名簿は 4 年に一回発行することを決めており、前回（第 1 回）は 4 年前に発行し

ているため、今年度の事業として同窓会名簿の発行を計画する。業者は「サラト」に継続

してお願いする。100 部名簿を作成すると、お知らせを含めて 100 万円前後になることがみ

こまれる。 

会員、非会員を振り分けしておいて、名簿のお知らせ、振り込み用紙を送付することで、

発送の手間を最小限にすることができる。そのためには業者と協議が必要となる。8月中に

会員、非会員のチェック行い、名簿の整理をしたうえで、業者と協議する（島田）。 

 

４．同窓会ロッカー鍵の保持者について 

 2009 年 8 月 8 日現在、同窓会ロッカー鍵を保持する担当者は、島田、森、佐藤、河野の

4名であることが確認された。 

 

５．進路指導室での PC 環境について 

 同窓会での作業や、理事会の最中などインターネット環境が整っていることで作業効率、

より効果的な会議の運営が可能になるのではないか。短大の方針、コストパフォーマンス

を考慮して検討してもよいのではないか。今後の課題とする。 

 

６．役員間のデータ共有方法について 

 廣瀬会長より、同窓会データをより安全に簡便に共有することができないかと問題提起

があった。今後の対応として、佐藤氏のハードディスク内に同窓会データを集約し、イン

ターネットからアクセスできるようにする方法（要パスワード）で運用していくことする。 

 

７．その他 

 ・インターネット上の同窓会コンテンツの更新（佐藤） 

 ・インターネット上で同窓会役員と会員がコンタクトをとれる仕組みが必要ではないか 

・次回は 10 月 11 日（日）9:00～短大集合。11 時～12 時同窓会総会、PM 同窓会理事会の

予定。 

 


