
一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

平成27年度　第1回評議員会　議事録

[1]　日　時:平成27年5月28日(木)　　　　午後6時30分～午後7時15分

[2]場　所:東京都新宿区内藤町11番4　　　東京都立新宿高等学校　保護者控塞

[3]出席者:評議員総数10名(定足数6名)

TItt: _-/:__i-

(1)出席者　評議員　9名　　鈴木仁志､中川徹､林慶治郎､今村妙子､佐藤由紀夫､

寺村仁美､小峰和則､柴田真樹､山下しのぶ

理事1名　　代表理事　垂水尚志

(2)同席者　事務局1名　　吉村　悟

[4]議　案

(1)理事と監事の選任

(2)平成27年度事業報告

(3)平成27年度決算

[5]審議経過及び審議結果

(1)出席評議員の互選により鈴木仁志が議長となり､評議員会の開会を宣言する｡

(2)諌案(1)を別紙により提案｡事務局吉村悟からの説明後､満場一致で承認｡

(3)議案(2)を別紙により擾象事務局吉村悟からの説明後､満場一致で承乱

(4)議案(3)を別紙により提案｡事務局吉村悟からの説明後､満場一致で承乳

なお､平成26年度｢公益目的実施報告書｣についても監事より､ ｢適正｣との監査報告書

を得ていることを報告｡

午後7時15分､議長が閉会を宣言 以上



平成27年5月28日

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会　評議員会

話長　評議員　　　鈴　木　仁　志

代表理事　垂　水　尚　志

評蕎貞　　中　川　　　徹

評議員　　林　　慶治郎

評議員　　今　村　妙　子

評議員　　佐藤　由紀夫

評議員　　寺　村　仁　美

評議員　　　小　峰　和　則

評議員　　　柴　田　真　樹

評議員　　　山　下　しのぶ
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評議員解介

1.経緯

･定款第11粂4によれば評議員選定委員会に提出する評議員候補者は､理事会又は評議員会

がそれぞれ推薦することが出来る｡

･今回は平成27年5月13日(水)に開催された理事会の決議により評議員選定委員会に対し､

新評議員候補者リストが提出された｡

･評議員選定委員会は平成27年5月14日(木)に開催され､新候補者の審査を行い､全員が承

認された｡

候補者氏名 ��iD2鞋ID2�出身 僖8ｯ｢�

:鎌田邦広 偬ID2�新宿高校 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

_林慶治郎 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

;柴田鼻樹 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

≡佐藤由紀夫 偬ID2�新宿高校 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

‥鈴木仁志 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

;寺村仁美 偬ID2�PTA 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

萱今村妙子 偬ID2�PTA 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

:小峰和則 偬ID2�新宿高校 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

中川徹 ��iD2�新宿高校 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

山下しのぶ ��iD2�PTA 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�



第1号議案　理事と監事の選任

1.規定

･定款第25条によれば､理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとするとあり､今回は平成2 7年度第1回評議員会が開

催される平成27年5月28日までとなる｡

･同じく定款第25条2によれば､監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議員会の終結の時までとするとあり､今回は平成2 7年度第1回評議員会

が開催される平成27年5月28日までとなる｡

･補欠として選任された理事または監事の任期も､前任者の任期を引き継ぐので同じく平成2 7

年5月28日までとなる｡

･また定款第21条によれば､理事または監事は評議員会の決議によって選任する､ことになって

いる｡

2.新理事の選任

･候補者は下記の通り｡

候補者氏名 ��iD2鞋ID2�出身 僖8ｯ｢�

垂水尚志 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.�)D隴B�

戸田弘美 偬ID2�新宿高校 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.�)D隴B�

橋本健一 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.�)D隴B�

久世敏正 高木美紀 山口久恵 鈴木裕太 安藤直樹 常木賢治 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.�)D隴B�

新任 ��D��平成27年5月28日より2年間 

重任 ��D��平成27年5月28日より2年間 

重任 �*冽ｩ:��ｸ橙�平成27年5月28日より2年間 

新任 ��h�ﾘ(ﾕ｢�平成27年5月28日より2年間 

新任 ��h�ﾘ(ﾕ｢�平成27年5月28日より2年間 

3.藍の選 

･候補者は下記の通り｡

候補者氏名 ��iD2鞋ID2�出身 僖8ｯ｢�

島崎主税 松木丈浩 偬ID2�朝陽同窓会 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#�?ｨ.h.オD隴B�

重任 ��h�ﾘ(ﾕ｢�平成27年5月28日より2年間 
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第2号義美　　平成26年度事業報告

1.東京都立新宿高等学校の教育活動の支援

1)朝陽同窓会からの寄付金を財源にして､平成2 5年度も図書9万円分を寄贈した｡

2)朝陽バラ会に運営費の補助として5万円を寄贈した｡

2.館山寮の運営管理

1 )平成2 5年度も東京都立新宿高等学校の臨海教室を支援したoまた一般宿泊についても

誘致に努め前年度を上回る寮使用料収入の増加を得ることができた｡

2)老朽化したボイラー1基を取り換えた｡

3.水上寮の土地建物の保管

1) 8月に老朽化した水上寮のお別れ会を現地で開催した｡

2) 1 0月に建物の撤去を行った｡現在は空き地となっている｡
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第3号義秦　平成26年度決算

1.収支-予算実績対照表

1)経常収益

･賛助会員受取会費は予算では280名と見込んだが､実演は238名の納入に終わった｡

･寮使用料収入に関し一般の宿泊客数を予算では257名と見込んだが､実績はそれを遥か

に上回る292名の宿泊があった｡

･水上寮の取り壊しに関し予算では引当金取り崩しを設定したが､錯誤による予算計上で

あり､引当金の取り崩しは発生しなかった｡

項目(単位:万円) 冰ﾈ蠅�実績 冰ﾈ螽�8�)+H暈�

賛助会員受取会費 鼎#��357 田2�

寮使用料収入 涛cR�1,011 ��#Cb�

引当金取り崩し �3���0 �3���

2)経常費用一事業費

･減価償却費については新規に設定したボイラー分の償却が10万円増加した.

･消耗什器備品費については厨房用換気扇の取り換えを行わなかった｡

･消耗品費については開寮期間中の消耗品の予算を過少に計上した0

･ボイラーの新規設定分を設備としたため､修繕費は261万円予算残が発生した｡

･支払助成金については小型船舶操縦免許の取得者が1名予定より減少した｡

･当初66回生を大勢無料招待することで予算を組んだが､実際はあまり来なかったので

委託費に予算残が発生した｡

項目(単位:万円) 冰ﾈ蠅�実績 冰ﾈ螽�8�)+H曁�ﾂ�

減価償却費 鼎�R�415 ��#���

消耗什器備品費 ���2�48 鉄R�

消耗品費 鉄b�91 ��#3R�

修繕費 都#��459 �#c��

支払助成金 �#��15 ��B�

委託費 涛C��900 鼎��

3)経常費用一管理費

･当初予定しなかった財団法人朝陽会を広報するための葉を作成したので､消耗品費は予

算を超過した｡

項目(単位:万円) 冰ﾈ蠅�実績 冰ﾈ螽�8�)+H暈�

消耗品費 �2�13 ��#���

4)予備費

･経常経費の内予算を超過した科目の超過額合計は¥647,670であり､予備費を¥47,670

超過した｡今後予備費を超過しない様､十分気を付ける｡

4)収支概要

･平成2 6年度の当期収支差額は依然として赤字である｡
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項目(単位:万円) 冰ﾈ蠅�実績 冰ﾈ螽�8�)+H暈�

当期収支差額 ��#ピR�△814 ��#c��

同償却費抜き ��#Cs��△399 ��#s��

2.財産一前年対比貸借対照表

1)資産の部一基本財産

･建物はボイラー設備の取り換えによる2 1 6万円の増加と館山寮の減価償却費4 1 5万円

の差額である｡

項目(単位:万円) �9iD��前年 ��ﾘ�(ﾋ��

土地 迭ﾃcC2�5,643 ���

建物 �"ﾃ��r�3､116 ��#�湯�

預金 ��ﾃsS��1,750 ���

2)資産の部一特定資産

･水上寮の取り壊しの為､ゆうちょ銀行の定期預金300万円を取り崩した｡

項目(単位:万円) �9iD��前年 ��ﾘ�(ﾋ��

預金 ���300 ��#3���

3)資産の部-その他

･支払の増加に伴い､普通預金が減少した｡

項目(単位:万円) �9iD��前年 ��ﾘ�(ﾋ��

現金 �"�3 ��#"�

預金 鼎C"�749 ��#3�r�

4)負債の部

･賛助金の前受は7名増加した｡

項目(単位:万円) �9iD��前年 ��ﾘ�(ﾋ��

前受金 �#C��239 ����
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率或鼻7寧

事恥る公益帥

■■瞳人東京暮立締轟専轡鱒串費

I-壷事姫最

一般鮮鋳鉄淡東京都登締藤野棚資

監事　毒筆　_._-i　二〔

監事　　松木　　丈活

･たしました鮭果､

し､霧事及び隻用
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