平成２１年度事業報告
平成２１年
４月
５月
６月
７月

９月
１０月
１２月

７日 入学式
２２日 第１回役員会
１３日 学校・ＰＴＡ・同窓会
三者会議
７日 平成２１年度同窓会総会
１１日 江南高校体育祭
１７日 全校集会（関東大会以上
出場者へ奨励金）
２５日 藤沢支部大会出席
４日 新入会員勧誘説明会
１日 第２回役員会
１０日 第４回青春かながわ校歌祭
２２日 全校集会（関東大会以上
出場者へ奨励金）
２８日 ９０周年準備委員会
（学校・ＰＴＡ・同窓会）

平成２２年
１月 １２日 カルタ表彰式出席
２月
９日 第３回役員会・新年会
１５日 会報第５７号発行
３月
５日 卒業式出席
年間を通じて
総務委員会８回
（含む９０周年委員会、企画委員会）
広報委員会１８回
（含むＨＰ小委員会、校歌祭対応）
財務委員会１０回

平成２２年
４月
５月
６月
７月
８月
９月

６日 入学式
２０日 第１回役員会
２８日 学校・ＰＴＡ・同窓会
三者会議
６日 平成２２年度同窓会総会
２６日 東京支部総会
１０日 江南高校体育祭
３１日 第２回役員会
２日 新入会員勧誘説明会
２５日 第５回青春かながわ校歌祭

平成２３年
１月 １１日 全校集会（関東大会以上
出場者へ奨励金）
１３日 カルタ表彰式出席
２月 １５日 第３回役員会・新年会
１５日 会報第５８号発行
３月
３日 卒業式出席

委員会担当内容
（１）総務委員会
総会および役員会の統括、事業計画の策定、
会員情報の管理、会員名簿の発行等
（２）財務委員会
会計の管理、年次収支予算の立案、年次収支
決算の作成、財務計画の立案等
（３）広報委員会
江南同窓会報の発行、会員向け広報、ホーム
ページ運営、校歌祭運営等

参
与
名誉会長
幹
事
(総務委員会)
(財務委員会)

(広報委員会)

(校内幹事)

平成２２年６月６日
於 母校視聴覚教室
次 第
茶道部によるおてまえ （西館２階教室）
第 1 部 講演会

「江戸川柳と現代川柳」

高５回柳田雅美さん

第2部 総 会
１．開会のことば
２．新入会員入会式
３．会長挨拶
４．名誉顧問挨拶
５．特別会員のご紹介
６．議事
一号議案 事業報告
二号議案 決算報告

四号議案 事業計画案

真壁 佐一 (高 19)
平岡美恵子 (高 2) 森脇 房恵 (高 9) 持田 修 (高 13) 笠野 順一 (高 20)
古正 悦子 (高 26) 小林 敦子 (高 27)
片山 英明 (高 7)
瀬下 浩 (高 18)
羽生 晴男 (学校長)
古屋 一男 (元学校長) 山口 博 (元学校長) 安藤 啓一 (元学校長)
國武 忠彦 (元学校長) 京野 勝 (元学校長) 落 信久 (元学校長)
朝野 哲夫 (元学校長・ 高 19) 桐山 千恵 (女 4)
島津 正信 (高 5 普)
柳田 雅美 (高 5)
高橋 烈雄 (高 8）
中瀬 達雄 (高 5 普)
笠野 順一 (高 20)
小西 俊一 (高 26)
林 義則 (高 19)
新井満理子 (高 22)
小林 敦子 (高 27)
美濃本小夜子 (高 18)
和田 昌幸 (高 18)
小川 範子 (高 25)
石井 栄一 (高 27)

江 南 同 窓 会 総 会

三号議案 会計監査報告

平成２１～２２年度役員
会
長
副 会 長
会
計
監
事
名誉顧問
顧
問

平成２２年度

平成２２年度事業計画（案）

添田 健一 (高 39)
鈴木衣乃里 (高 33)
河間 洋子 (高 20)
古正 悦子 (高 26)
岩崎 和子 (高 33)
金子 明史 (高 25)
鈴木恵美子 (高 25)
沼田 繁 (高 48)
末角 勝彦 (高 26)

大塚 敏雄 (高 27)
安藤裕美子 (高 33)
大村 哲夫 (高 19)
安藤 哲史 (高 27)
鳥海 衡一 (高 26)
森 幸男 (高 24)
戸倉かすみ (高 25)

五号議案 予算案
六号議案 会則改定案
その他
７．報告
役員補充報告
90 周年記念事業
８．閉会のことば
弦楽部によるミニコンサート・校歌斉唱
第 3 部 懇親会 （西館２階教室）
江南同窓会ホームページ

http://www.konan-dosokai.jp/

