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二号議案

会則改定について

令和３(２０２１)年３月２０日

東京福中福高同窓会役員会

１．概要

 会計担当の交代にあたり、同窓会の会費納入用の振替口座の代表者変更時の審査が

ありますが、その対応として、会則の中に、会の所在地、設立日を明記するものです。

２．改定内容

 東京福中・福高同窓会 会則 の第１章 総則 を以下の通り改定します。

条文２つを追加し、現行第４条以降は条番号を第６条以降に変更します。

第４条 本会の設立日は、平成２年４月２４日とする

第５条 本会の所在地は、会計担当宅とする

３．検討

(ア) 本同窓会の会費納入用の口座は、ゆうちょ銀行にて「人格なき社団名義の口座」

として設置されており、開設時及び変更時（代表者、所在地、届出印）に審査を

受ける必要があります。

(イ) マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策の観点から設定された審査項目を

クリアする必要がありますが、その審査項目の中に設立日、所在地があります。

（設立日）

(ウ) 本同窓会の設立日は会則等には記載されていません。最初は小人数で始まり、徐々

に会としてのかたちが整っていったものと思われます。

(エ) いつを設立日とするかはいろいろな考え方があると思いますが、ここは東京あさ

ぼらけ新聞第２号に掲載のあった「東京同窓会の新スタートの頃」という記事の

中に「東京同窓会が会則や組織を確立して新たなスタートをした平成２年４月２

４日」というくだりがあり、新体制の第１回定期総会がその日に開催されたこと

がわかりましたので、その日を設立日として会則に記載します。

（所在地）

(オ) 本同窓会には固定した事務所等はなく、所在地はありません。こういう場合は代

表者の自宅等を所在地として申請することが多いそうですが、その旨、会則等に

明記されている必要があります。

(カ) 但し、この所在地に居る人が口座名義人となり種々の連絡の窓口になりますので、

所在地は同総会会長宅ではなく会計担当宅とした方が作業の上では効率的ですの

で、同窓会の所在地は会計担当宅としました。

（その他）

(キ) その他の審査項目もあり、ホームページに掲載してある役員名簿や常任幹事名簿、

各種議事録等の提出が求められますが、それらについては公開済の資料で対応可

能です。

以上



三号議案

令和２(２０２０)年度 会務報告

会務・委員会の行事 同好会等の行事

1 月 東京福岡県人会新春の集いに参加（21 日） 

令和元年度一般会計監査（26 日） 

役員会（31 日） 

2 月 東京福岡県人会同窓会協力委員会に参加（1 日） 

常任幹事会（4 日） 

4 月 役員会（中止）

同窓会総会は書面決議により実施（18 日に電子メールによ

り議案等発信、30 日締切、5 月 8 日に決議結果のご案内） 

懇親会（18 日@ホテルグランドパレス）中止 

・当番幹事：7 の回

5 月 関西福中･福高同窓会総会（16 日@ホテルエルセラーン大

阪）中止

第 47 回福友会ゴルフコンペ（中止） 

6 月 福中･福高同窓会総会（14 日@福岡国際会議場）中止 

役員会（中止）

常任幹事会（中止）

7 月 オンライン職場訪問（30 日）

修学旅行時の企業訪問の代替として ZOOM により関東 7

社にご協力を頂き、仕事内容や進路等に対する情報提供を

実施。

8 月 名簿更新会（中止）

9 月 役員会（10 日） 

常任幹事会（16 日@ホテルローズガーデン及び ZOOM の

併用による同時開催）

11 月 東京福高若手交流会（中止）

第 15 回福高塾（中止） 

東京福岡県人会主催の就活を応援する会（中止）

修学旅行対応（中止）

第 48 回福友会ゴルフコンペ（中止） 

12 月 役員会（10 日） 



単位 :円

収入の部 予算 決算 支出の部 予算 決算

前期繰越金 ¥2,581,135 ¥2,581,135 総会会場費 ¥300,000 ¥300,000

年会費(@¥2000) ¥1,500,000 ¥918,000 あさばらけ広告掲載費 (福岡) ¥30,000 ¥30,000

雑 収 入 (特別会計剰余金) ¥0 ¥577,924 常任幹事発送費用 ¥300,000 ¥306,948

受取利息 ¥29 ホームページ企画費 ¥10,000

寄付 ¥0 ¥7,500 常任幹事会会議費 (3回 ) ¥330,000 ¥183,931

懇親会費事前納付分 ¥176,000 ホームページ維持費 ¥45,000 ¥45,100

郵便振替手数料 (会費) ¥60,000 ¥64,439

各委員会会議費 ¥30,000 ¥6,787

渉外費 (総会参加交通費等) ¥160,000 ¥0

企画実施費用 (福高塾、平成福高会他) ¥250,000 ¥0

事務用品費 ¥5,000 ¥0

通信費 ¥40,000 ¥31,059

支払手数料 ¥15,000 ¥32,230

レンタル倉庫費 ¥248,000 ¥239,012

雑費 ¥30,000 ¥19,690

周年記念行事特別積立金 ¥150,000 ¥150,000

総会会場キャンセル費用 ¥0 ¥797,130

2020懇親会費返金 ¥176,000

小計 ¥2,003,000 ¥2,382,326

次期繰越金 ¥2,078,135 ¥1,878,262

合計 ¥4,081,135 ¥4,260,588 合計 ¥4,081,135 ¥4,260,588

注記

普通預金 田座 (1)

普通預金 田座 (2)

郵便振替 口座

定期預金口座

現金

202“手 1月  23日

監事  築地 英
⑤

松浦 浩
べ13)

会計  山田 健二

東京福中・福高同窓会
2020年度一般会計報告書

¥0

¥376,454

¥1,452,728

¥450,000

¥49,080

¥2,328,262

¥450,000⇒周年行事積立金 (年 15万円の3年 目)

¥1,878,262

(2020年 1月 1日 ～2020年 12月 31日 )

残高合計

特別積立金

一般会計 次期繰越金

四号議案

(令和２年度）



（令和3年1月1日～令和3年12月31日）

単位：円

収入の部 予算 支出の部 予算 2020年度実績

前期繰越金 ¥1,878,262 総会会場費 ¥300,000 ¥300,000

年会費(@\2000)×500名 ¥1,000,000 あさぼらけ広告掲載費（福岡） ¥30,000 ¥30,000

雑収入（特別会計剰余金） ¥0 常任幹事発送費用 ¥300,000 *1 ¥306,948

受取利息 ¥0 ホームページ企画費 ¥10,000 ¥0

常任幹事会会議費（3回） ¥158,400 *2 ¥183,931

ホームページ維持費 ¥55,660 *3 ¥45,100

郵便振替手数料（会費） ¥60,000 *4 ¥64,439

各委員会会議費 ¥30,000 ¥6,787

渉外費（総会参加交通費等） ¥160,000 *5 ¥0

企画実施費用
（福高塾、福高若手会他）

¥250,000 *6 ¥0

事務用品費 ¥5,000 ¥0

通信費 ¥40,000 ¥31,059

支払手数料 ¥15,000 ¥32,230

レンタル倉庫費 ¥248,000 *7 ¥239,012

雑費 ¥30,000 *8 ¥19,690

周年記念行事特別積立金 ¥150,000 *9 ¥150,000

（懇親会会場キャンセル費） (\797,130)

（事前納付懇親会費返金） (\176,000)

小計 ¥1,842,060 ¥1,409,196 *10

次期繰越金 ¥1,036,202 ¥1,878,262

合計 ¥2,878,262 合計 ¥2,878,262

特別積立金（期初累計） ¥450,000 *9

　　　〃　　　（期末累計） ¥600,000 *9

*1 昨年同様、郵送不要学年分の発送費用減を見込む

*2 弁当、茶の費用を削減

*3 契約変更によりサーバー費用増額（＋9,600円）

*4 クレジット決済手数料含む

*5 福岡総会2名、関西総会（大阪）２名　出席予定

*6 会員拡充委員会の活動費用として50,000円、福高若手会150,000円

企画委員会の活動費用として50,000円を計上。

*7 19,209円／月、更新費8,504円

*8 会費の払込取扱票への印刷費用2万円を含む

*9 平成30年度から新たに150,000円／年の周年行事特別積立金を積立中

*10規模を比較するため、懇親会場キャンセル費、事前納付金の返金分は含まず

東京福中・福高同窓会

令和３（２０２１）年度一般会計予算案

*11 各行事の実施及び予算の執行については、新型コロナウイルスの状況をみて、
　役員会で実施及び執行の可否を判断する

五号議案



六号議案

令和３(２０２１)年度 会務（年間行事）予定

会務・委員会の行事 同好会等の行事

1 月 東京福岡県人会新春の集い（中止）

令和 2 年度一般会計監査（23 日） 

役員会（26 日） 

2 月 東京福岡県人会同窓会協力委員会（中止）

常任幹事会（3 日）ZOOM の併用による開催 

3 月 

4 月 役員会（7 日） 

同窓会交流会（福岡･関西･東京の同窓会役員交流）

同窓会総会・懇親会

（17 日@TKP 市谷カンファレンスセンター及び YouTube, 

ZOOM の併用による多チャンネル開催） 

・当番幹事：8 の回

5 月 関西福中･福高同窓会総会に参加予定（延期）  第 49 回福友会ゴルフコンペ（日程

等未定）

6 月 福中･福高同窓会総会に参加予定（日程等未定）

役員会（日程等未定）

常任幹事会（日程等未定）

8 月 名簿更新会（日程等未定）

9 月 役員会（日程等未定）

常任幹事会（日程等未定）

11 月 東京福高若手交流会（日程等未定）

第 15 回福高塾（日程等未定） 

東京福岡県人会主催の就活を応援する会に参加（日程等未定） 

修学旅行対応（日程等未定）

第 50 回福友会ゴルフコンペ（日程

等未定）

12 月 役員会（日程等未定）
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