
　　　　　　令和４年度松商学園高等学校校友会

１号議案

２号議案

３号議案 令和４年度事業計画 (案)･･･････････　５・６項

４号議案 令和４年度収支予算 (案)･･･････････　７．８項

事業報告書及び決算報告書

令和３年度事業報告･･････････････　１・２項

令和３年度収支決算報告･･････････　３・４項

令和３年度監査報告･･････････････　４項



1号議案

月 日 内　　　         容 場　所 出席者 備　考

4 5 松商学園高等学校入学式 松商学園高等学校 会長

14 事業活動委員会 清水が丘会館 会長/委員

15 組織活動委員会 しんざん 会長/委員

16 開校記念式典 松商学園高等学校 会長

19 会計監査 清水が丘会館 会長/監事/事務局

20 総務企画委員会 清水が丘会館 会長/役員

5 11 三役会 清水が丘会館 三役

17 事業活動委員会 清水が丘会館 会長/委員

24 新評議員と三役との懇談会 清水が丘会館 新評議員/三役

26 新入生430名に集合写真贈呈 45号会報を同封し保護者へ発送

29 定期総会 清水が丘会館 役員/会員 事業・決算・監査報告・予算(案)について

6 15 北信越大会贈呈式 メディアホール 会長/幹事長

22 事業活動委員会 清水が丘会館 会長/委員 ゴルフ大会

26 松商南信会総会 割烹　仙岳 ご祝儀

28 三役会 清水が丘会館 三役

7 8 三役

15 全国大会出場選手特別活動奨励金贈呈式

校友会奨学金贈呈式 (北信越大会)

21 幹事長・事務局長会議

29 合同会議(甲子園の寄付について) 清水が丘会館

総務企画委員会 清水が丘会館 委員長/委員

8 4 事業活動委員会 清水が丘会館 委員長/委員 ゴルフ大会

11 女性委員会 ココス 委員長/委員

24 事業活動委員会 清水が丘会館 委員長/委員 ゴルフ大会

9 1 事業活動委員会 清水が丘会館 委員長/委員 ゴルフ大会

4 第27回校友会ゴルフ大会 穂高ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 参加者121名

21 総務企画委員会 清水が丘会館 委員長/委員

28 事業活動委員会 清水が丘会館 委員長/委員 会報編纂

10 16 女性委員会 清水が丘会館 委員長/委員

19 三役会 清水が丘会館 三役

11 4 事業活動委員会 清水が丘会館 委員長/委員 会報編纂

6 松商南信会創立100周年記念式典 割烹「仙岳」 会長

12 総務企画委員会 役員室 委員/3年商業科2名 校友会について説明

19 組織活動委員会 ﾎﾃﾙﾌﾞｴﾅﾋﾞｽﾀ 委員長/委員

21 女性委員会 松本城 委員長/委員/常人役員 松本城ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃

―  １  ―

令和３年度 松商学園高等学校校友会 事業報告

三役/学年代表/支部長/評議員

幹事長/副幹事長/事務局長/副事務局長

メディアホール

校友会三役と学校側との（校長･教頭･事

務長）第1回懇親会
清水が丘会館

会長/副会長

/事務局長



月 日 内　　　         容 場　所 出席者 備　考

12 3 総務企画委員会 清水が丘会館 委員

13 常任役員会 丸幸中華店 役員

23 MBC会員と松商生徒のマルシェ開催 松商高校 MBC会員/松商生 MBC協力店　3店

1 8 松商野球部後援会祈願祭 筑摩神社 会長

2 26 79回生還暦同窓会 清水が丘会館/種村 幹事長

3 3 3年生に校友会奨学金贈呈 松商学園高等学校 会長/副幹事長 旧講堂

4 120回生に卒業証書ﾌｧｲﾙ444冊贈呈 松商学園高等学校 会長

12 90回卒 卒業30周年記念式典 ホテルブエナビスタ 会長

15 校友会奨学金,特別活動奨励金贈呈 松商学園高等学校 会長/副会長/副幹事長 旧講堂

29
松商学園校友会選出評議員と三役と

の懇談会
清水が丘会館 評議員/三役

31 三役会 清水が丘会館 三役

―  ２  ―







 ３号議案 

 
令和４年度松商学園高等学校校友会 事業計画（案） 
 

 

①  総務企画委員会  
   

l 会則に関すること 

l 本会の経理及び財務に関すること 

l 学年会費・入会金（終身会費）・維持年会費に関すること 

l 特別活動奨励金・校友会奨学金に関すること 

l 松商学園校友会ビジネスコミュニティー（ＭＢＣ）への登録の推進(随時) 

l             〃                  情報交換会の開催 

l 校友の店 

l 校友会のホームページ更新管理 

 

②  組織活動委員会 
 

l 学年代表幹事・支部組織に関すること 

l 校友会のあり方懇談会の開催 

l クラブ及び同好会の OB ・OG との連携 

l 学年代表幹事の副代表配属 

l 今年度卒業生のクラス代表顔合わせ会継続開催 

 

③  事業活動委員会 

 

l 次回定期総会の開催 令和４年５月２１日（土） 

l 会報の発行 １０月下旬 

l ゴルフ大会の開催 令和４年９月３日（土）穂高カントリークラブ４０組（１６０名） 

l 校友会と生徒との協働 

l クラスマッチの表彰への支援（年２回） 

 

④  女性委員会 

 

l 女性会員の募集。増加により、活躍できる場の提供 

l 松商祭への協力・まつもとマラソンへの協力の継続事業 

l 校友会会員同士の交流会の企画運営 

l 校友会事業への協力 

 
―５― 



松商学園高等学校入学式・開校記念式典

会計監査

三役会

組織活動委員会

事業活動委員会

事業活動委員会

女性委員会

常任役員会・学年代表幹事・支部長との合同会議

令和4年度定期総会　5月21日(土)

総務企画委員会　第3回MBC情報交換会

校友会役員と学校側(校長･教頭･事務長)との第1回懇談会

三役会

常任役員会

組織活動委員会

事業活動委員会（ゴルフ大会）

全国大会出場選手特別活動奨励金・校友会奨学金授与式

組織活動委員会

事業活動委員会（ゴルフ大会/校友会報）

女性委員会（松商祭）

松商祭への協力

松商校友会ゴルフ大会開催(穂高CC)令和4年9月3日(土)

事業活動委員会

女性委員会

三役会

事業活動委員会（校友会報発行）

総務企画委員会

松本マラソンへの協力　

三役会

常任役員会・学年代表幹事・支部長との合同会議

校友会選出学校法人評議員との懇談会

総務企画委員会　第4回MBC情報交換会

三役会

全国大会出場選手特別活動奨励金・校友会奨学金贈呈式

令和5年 1月 常任役員会

2月 校友会役員と学校側(校長･教頭･事務長)との第2回懇談会

事業活動委員会

総務企画委員会

校友会選出学校法人評議員との懇談会

卒業生への記念品贈呈(証書ホルダー）

全国大会出場選手特別活動奨励金・校友会奨学金授与式

令和4年度　松商学園高等学校校友会　月別事業計画（案）

8月

3月

12月

11月

10月

9月

―６―

7月

6月

5月

4月



収入の部 （単位：円）

科　　目 本年度予算額 前年度決算額 比較増減 摘　　要

前年度繰越金 384,352 545,727 -161,375

維持年会費 700,000 636,000 64,000

総会費 0 0 0 会費

預金利息 0 0 0

校友の店入会金 75,000 60,000 15,000 5社×＠15,000

校友の店更新料 450,000 410,000 40,000

雑収入 130,000 140,000 -10,000 祝儀・会報広告代・特別寄付等

入会金（終身会計）繰入 10,000,000 7,307,187 2,692,813

計 11,739,352 9,098,914 2,640,438

支出の部
科　　目 本年度予算額 前年度決算額 比較増減 摘　　要

総会費 250,000 140,009 109,991 新聞広告料・会場費等

会議費 400,000 114,012 285,988 常任役員会・合同会議等

会報発行費 2,700,000 2,379,579 320,421 校友会報・振込用紙・郵送代等

委員会活動費 250,000 138,191 111,809 総務・組織・事業・女性委員会活動費

組織活動費

      支部助成金 500,000 350,000 150,000 各支部へ活動助成

　    連携・支援事業助成金 300,000 14,294 285,706 松商祭・ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ・ＭＢＣ等

　    校友の店ＨＰ作成料 300,000 100,000 200,000 ホームページ作成費用

特別活動奨励金 1,500,000 595,000 905,000 部活の全国大会出場奨励金

記念品費 312,455 314,600 -2,145 卒業証書ﾎﾙﾀﾞｰ(437名)

慶弔費 350,000 148,498 201,502 各種会合の祝儀他

事務委託費 960,000 960,000 0 事務委託費

事務局費 300,000 181,309 118,691 事務用品・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新

通信費 400,000 339,422 60,578 電話･切手･メール便

旅費交通費 30,000 0 30,000 支部総会出席の交通費補助

リース料 13,860 13,860 0 複写機ﾘｰｽ料

振込手数料 50,000 39,774 10,226 維持会費分

連合会負担金 80,000 80,000 0

校友会奨学金 2,700,000 2,527,264 172,736 学業支援・北信越大会出場

予　備　費 343,037 278,750 64,287

次年度繰越金 0 384,352 -384,352

計 11,739,352 9,098,914 2,640,438

令和４年４月１日　～　令和５年３月３１日

―７―

松 商 学 園 高 等 学 校 校 友 会

令和４年度 予算書 （案）　

（一 般 会 計）

４号議案



収入の部 （単位：円）

科　　目 本年度予算額 前年度決算額 比較増減 摘　　要

前年度繰越金 12,596,174 10,888,022 1,708,152

入会金（在校生） 8,400,000 8,576,000 -176,000 124回生(420名*@20,000)

入会金（卒業生) 330,000 580,000 -250,000 入会金

預金利息 100 111 -11

合　計 21,326,274 20,044,133 1,282,141

支出の部

科　　目 本年度予算額 前年度決算額 比較増減 摘　　要

一般会計へ繰出 10,000,000 7,307,187 2,692,813

入会金返金 200,000 140,000 60,000 転・退学者

振込手数料 1,000 772 228 入会金分

次年度繰越金 11,125,274 12,596,174 -1,470,900

合　計 21,326,274 20,044,133 1,282,141

　　松商学園高等学校校友会

令和４年度 予算書 （案）

令和４年４月１日　～　令和５年３月３１日

入　会　金　会　計 （終身会計）　

　　　―８―




