
 - 2 -  
 

第１号議案 

事業報告（平成３０年度・平成３１年度（令和元年度））H30.4.1～Ｒ2.3.31 

 

おもな事業（活動）内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度（令和元年度） 備  考 

１．たちばな会館の開館業務 

   原則毎月第１土曜日と第３火曜日 

   午後1時～午後4時 

   役員・常任幹事が交代で開館業務 

２４回 ２４回 

 

２．運営委員会の開催 

   原則奇数月の第１土曜日 

   午後２時～午後４時 

   構成は役員・常任幹事の１５名 

定例運営委員会 ６回 

  出席率 65.3％ 

臨時運営委員会 ３回 

  出席率 56％ 

定例運営委員会 ５回 

  出席率 73.3％ 

※令和２年３月の定例運営
委員会は、「新型コロナウ
イルス」の関係で中止 

 

３．定期総会の開催 

2年度に1回実施 

役員改選、事業報告及び計画、会計関係 

の承認などが議案 

終了後に「たちばな会混声合唱団」の合 

唱や筝曲の演奏を鑑賞 

懇親会の開催（経費は参加者負担） 

H30.5.19（土） 

総 会 15：00～17：00 

懇親会 17：30～19：30 

総会参加者数  62名 

懇親会参加者数  ３５名 

－ 

 

４．同窓会会員名簿の管理 

名簿の更新・管理を（株）サラトに委託 

会報送付時に個人 IDを付与し、会員自身 

でも変更入力が可能 H27～ 

平成30年3月現在 

 会 員   33,524名 

（物故者・住所不明者を除く）   

21.445名 

 旧職員     690名 

（物故者・住所不明者を除く） 

   314名 

平成31年3月現在 

 会 員   33,878名 

（物故者・住所不明者を除く）   

21.711名 

 旧職員     698名 

（物故者・住所不明者を除く） 

   318名 

名簿管理料 

年：5万5千円 

（株）サラトに

支払い 

５．卒業式関連 

 

・毎年の卒業式に運営委員が出席 

 

・記念品（卒業証書ホルダー）の贈呈 

・50年前の卒業生から花束の贈呈 

 

・卒業式前日「たちばな会」入会式を実施 

クラス幹事を対象に「たちばな会館」で実施 

＜第７１期生＞ 

H31.2.28（木）10時～ 

運営委員 8名出席 

 

記念品授与 川之上委員 

21期生が出席 15名 

 

2/27 山本・仲谷・倉原

委員が説明 

＜第７２期生＞ 

Ｒ2.2.29（土）10時～ 

祝辞代読の植山副会長と 

写真担当仲谷委員のみ出席 

記念品授与のｾﾚﾓﾆｰはなし 

22期生（藤井好徳 氏のみ） 

花束は用意し、贈呈ｾﾚﾓﾆｰはなし 

2/28 山本・仲谷・倉原 

委員が説明 

卒業時に徴収

する入会金 

令和２年度 3

年生（73期生）

から7千円 

従来5千円 

 

※令和元年度

の卒業式は「新

型コロナウイ

ルス」の関係で

出席者を制限 
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おもな事業（活動）内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度（令和元年度） 備  考 

６．同期会への助成金 

   学年全体を対象とした同期会に対して、

申請に基づき２万円を支給しています。 

   助成を受けた年度から 4 年度を経過

しないと、次の助成は受けられません。 

 

期生 実施日 支給日 

   

 

 

期生 実施日 支給日 

30 

R 元 

11/3 

R2 

1/31 

 

 

７．同窓会会報の発行 

   令和元年11 月 第15 号を、㈱サラト

に委託して発行しました。（前回 H27 年

10月） 

今後３～４年に１回ペースでの発行を 

予定しています。 

 

― 

 

 

 

 

令和元年11月10日発行 

発送部数 22,050部を会員に発送 

手持予備   1,000部 

発送後に住所不明で返送 1,295件 

会報発行協力金の合計 507件 1,084,000円 

 

※委託業者㈱サラトとの契約内容は次のとおり 

会報発行費用として、100万円を限度に支払う 

ただし会報発行協力金として会員の皆様からご

寄附頂いた合計金額が、270 万円を超えた場合、

その超えた分の 60％を支払額の 100 万円から差

し引くという契約 

㈱サラトとの契

約により、「会報

発行協力金」が設

定金額の 270

万円に満たなか

ったため、サラト

に対して、会報発

行費用として

100 万円を支

払った 

８．関連団体への助成金 

   「たちばな会河内長野支部」「たちばな会

混声合唱団」への活動費を助成 

河内長野支部 30,000円 

 H.30. 8.16 交付 

 

混声合唱団  30,000円 

 H.30. 8.16 交付 

河内長野支部 30,000円 

 R.元｡ 7. 6 交付 

 

混声合唱団  30,000円 

 R.元｡ 7. 6 交付 

 

９．現役クラブへの激励金交付 

   全国大会レベルへの出場に対して、激励金として１万円～１０万円の範囲で支給しました。 

 

H30年度 H31年度（令和元年度） 

支給日 クラブ名・大会名 支給額 支給日 クラブ名・大会名 支給額 

8/16 ダンス部 

全日本ダンス部選手権大会 

（横浜市） 

2万円 

8/14 ダンス部 

全国高等学校チームダンス選手権

大会（北九州市） 

2万円 

8/16 軟式野球部 

全国高等学校軟式野球選手権大会 

（明石市・姫路市） 

10万円 

8/14 ダンス部 

全日本ダンス部選手権大会 

（横浜市） 

2万円 

9/18 軟式野球部 

国民体育大会（福井しあわせ元気

国体） 

10万円 

8/26 陸上部 森下拓海 選手 

全国高等学校陸上競技選抜大会

（大阪市長居ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ） 

1万円 

  

 

12/17 スポーツクライミング部 

 宮本 芽依 選手 

全国高等学校スポーツクライミン

グ選手権大会（埼玉県） 

1万円 

 

 

実績なし 



 - 4 -  
 

おもな事業（活動）内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度（令和元年度） 備  考 

10．久しぶりに母校を訪ねてみませんか？ 

   ～ホームカミングデー～ の実施 

   河南フェスティバル初日の土曜日に「た

ちばな会館」を開放し次のような展示を行

って卒業生や現役生、父兄の皆様との交流

の場を提供しています。 

・過去から直近までの卒業アルバムの展示 

・女学校時代製作の刺繍の屏風作品を展示 

・富田林寺内町燈路に出展した灯籠作品を 

展示 

また、冷たいペットボトル飲料の提供も 

行いました。 

H30.9.8（土） 

午後1時～4時 

来館者数 79名 

    （名簿記載者の数） 

周知方法 

 正門前でのチラシの配布 

 学年幹事へのハガキ案内 

 現役生徒、保護者へ案内状

を配布 

 ホームページでの紹介 

R元.9.7（土） 

午後1時～4時 

来館者数 117名 

    （名簿記載者の数） 

周知方法 

 正門前でのチラシの配布 

 学年幹事へのハガキ案内 

 現役生徒、保護者へ案内

状を配布 

 ホームページでの紹介 

 

11．富田林市寺内町燈路への参加 

   毎年８月の第４土曜日に行われる「富田

林寺内町燈路」のイベントに、灯籠作品を

並べて参加しています。 

主 催 じないまち四季物語実行委員会 

共 催 富田林寺内町をまもり・そだてる会 

    富田林市観光協会 

後 援 大阪府・富田林市・近畿日本鉄道（株） 

 

平成30年8月25日（土） 

午後6時30分～午後9時 

出展灯籠作品 

 現役書道部  30基 

 

当日参加者 

 運営委員  8名 

 同窓会員  2名 

 高校書道部員と家族、その

友人など10名 

令和元年8月24日（土） 

午後6時30分～午後9時 

出展灯籠作品 

 現役書道部  30基 

 同窓会会員  15基 

当日参加者 

 運営委員  9名 

 同窓会員  9名 

 高校書道部員 数名 

 河南高校校長 

 

12．たちばな会第 14代会長 

「近森淳二氏を偲ぶ会」への出席 

日 時 平成30年9月16日（日） 

 午前11時～ 

場 所 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

主 催 医療法人淳康会 堺近森病院 

出席者 清水会長 伊庭・川之上会計監事 

    松井元会長 他たちばな会会員2名 

 

― 
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事業報告（令和２年度・令和３年度）Ｒ2.4.1～Ｒ4.3.31 

 

おもな事業（活動）内容 Ｒ２（2020）年度 Ｒ3（2021）年度 備  考 

１．たちばな会館の開館業務 

   原則毎月第１土曜日と第３火曜日 

   午後1時～午後4時 

   役員・常任幹事が交代で開館業務 

２４回 

 コロナ禍であったが、

電話・FAX・メールによ

る問い合わせに対応す

るため予定通り開館し

た 

２４回 

 コロナ禍であったが、 

電話・FAX・メールによ

る問い合わせに対応す 

るため予定通り開館し

た 

 

２．運営委員会の開催 

   原則奇数月の第１土曜日 

   午後２時～午後４時 

   構成は役員・常任幹事の１５名 

定例運営委員会 4回 

  出席率 70.5％ 

※令和２年5月及び令和3

年１月の定例運営委員会

は、「新型コロナウイルス」

の関係で中止 

臨時運営委員会 2回 

  出席率 61.3％ 

定例運営委員会 3回 

  出席率 75.6％ 

※令和3年5月・7月・9

月の定例運営委員会は、「新

型コロナウイルス」の関係

で中止 

臨時運営委員会開催はなし  

   

 

３．定時総会の開催 

2年度に1回実施 

役員改選、事業報告及び計画、会計関係 

の承認などの議案 

 

令和2年5月23日（土） 

に開催を予定していたが、

新型コロナウイルス感染症

の感染防止のため中止 

次期開催を令和４年５月を

目途に開催することを決定 

－ 

 

４．同窓会会員名簿の管理 

名簿の更新・管理を（株）サラトに委託 

会報送付時に個人 IDを付与し、会員自身 

でも変更入力が可能 H27～ 

令和3年3月現在 

 会 員   34,580名 

（物故者・住所不明者を除く）   

21,196名 

 旧職員     735名 

（物故者・住所不明者を除く） 

   290名 

令和4年3月現在 

 会 員   34,895名 

（物故者・住所不明者を除く）   

21.508名 

 旧職員     760名 

（物故者・住所不明者を除く） 

   291名 

名簿管理料 

年：5万5千円 

（株）サラトに支

払い 

５．卒業式関連 

 

・毎年の卒業式に運営委員が出席 

  たちばな会会長からの祝辞を送る 

・記念品（卒業証書ホルダー）の贈呈 

・50年前の卒業生から花束の贈呈 

 

・卒業式前日「たちばな会」入会式を実施 

クラス幹事を対象に「たちばな会館」で実施 

＜第７３期生＞ 

R3.2.27（土）10時～ 

・コロナ感染症予防のため、

来賓の出席は全て取り止め 

 

・記念品は例年どおり贈呈 

・23期生の出席もなし 

 

2/26 山本・仲谷・倉原

委員が入会説明 

＜第７４期生＞ 

Ｒ4.2.25（金）10時～ 

・コロナ感染症予防のため、

来賓の出席は全て取り止め 

 

・記念品は例年どおり贈呈 

・2４期生の出席もなし 

 

2/24 山本・仲谷・倉原

委員が入会説明   

 

卒業時に徴収す

る入会金 

令和２年度3 年

生（73期生）か

ら7千円 

従来5千円 

 

 

おもな事業（活動）内容 Ｒ２（2021）年度 Ｒ3（2022）年度 備  考 
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支給実績なし 

６．同期会への助成金 

   学年全体を対象とした同期会に対して、

申請に基づき２万円を支給しています。 

   助成を受けた年度から 4 年度を経過

しないと、次の助成は受けられません。 

実績なし 

期生 実施日 支給日 

71 

R35.3
開催予
定で一
旦支出
したが
中止 
 

支出後、

返金され

た 

 

 

実績なし 

 

７．同窓会会報の発行 

   平成27年10月に第14号を、令和

元年11 月に第15 号を、㈱サラトに委託

して発行しました。 

３～４年に１回ペースでの発行を計画し

ています。 

 

 

 

   ― 

 

 

 

 

計画では令和3年度に、 

会報第16 号の発行を予定

していたが、新型コロナウ

イルス感染症の蔓延によ

り、編集会議等が開催でき

ず、発行することが出来な

かった。 

 

８．関連団体への助成金 

   「たちばな会河内長野支部」「たちばな会

混声合唱団」への活動費を助成 

河内長野支部 30,000円 

 R.２.7.18 交付 

 

混声合唱団  30,000円 

 R.２.7.18 交付 

河内長野支部 30,000円 

 R. 4. 3. 5 交付 

 

混声合唱団  30,000円 

 R. 4. 3. 5 交付 

 

９．現役クラブへの激励金交付 

   全国大会レベルへの出場に対して、激励金として１万円～１０万円の範囲で支給しました。 

 

Ｒ2年度 Ｒ3年度 

 支給日 クラブ名・大会名 支給額 大 会 結 果 

  

 

8/17 軟式野球部 

全国高等学校軟式野球選手権大会 

2021.8.25～（明石市・姫路市） 
10万円 

一回戦敗退 

北部九州地区福岡県代表

筑陽学園6-２河南高校 

   8/17 ダンス部 

「第 14 回日本高校ダンス部選手権 

夏の公式全国大会2021」 

スモールクラスの部に出場 

2021.8.18（横浜市） 

2万円 

スモールクラスの部 

出場校50校中、入選校に

は選ばれなかった 

  

 

8/17 ダンス部 

「第11 回全日本高等学校チームダン

ス選手権大会」 

小編成部門に出場 

    2021.9.25（北九州市） 

 

2万円 

 

 

 

小編成部門の出場校50校

中、入選校には選ばれなか

った 

  

 

 

 

おもな事業（活動）内容 Ｒ２（2021）年度 Ｒ3（2022）年度 備  考 
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10．久しぶりに母校を訪ねてみませんか？ 

   ～ホームカミングデー～ の実施 

   河南フェスティバル初日の土曜日に「た

ちばな会館」を開放し次のような展示を行

って卒業生や現役生、父兄の皆様との交流

の場を提供するイベントです。 

・過去から直近までの卒業アルバムの展示 

・女学校時代製作の刺繍の屏風作品を展示 

・富田林寺内町燈路に出展した灯籠作品を 

展示 

また、冷たいペットボトル飲料の提供も 

行っています。 

新型コロナウイルス感染症

の渦中のため、中止 

（学校の「河南フェスティバ

ル」も生徒のみで縮小開催） 

新型コロナウイルス感染症

の渦中のため、中止 

（学校の「河南フェスティバ

ル」も生徒のみで縮小開催） 

 

11．富田林市寺内町燈路への参加 

   毎年８月の第４土曜日に行われる「富田

林寺内町燈路」のイベントに、現役書道部

や、たちばな会会員の作品の４５点を灯籠

に貼り、寺内町の「じないまち展望広場」

付近に並べています。 

主 催 じないまち四季物語実行委員会 

共 催 富田林寺内町をまもり・そだてる会 

    富田林市観光協会 

後 援 大阪府・富田林市・近畿日本鉄道（株） 

 

令和2年8月22日（土） 

の開催を予定していたが、

新型コロナウイルス感染

症予防のためイベントは

中止となり、灯籠の出展も

行わなかった 

 

令和３年8月28日（土） 

の開催を予定していたが、

新型コロナウイルス感染

症予防のためイベントは

中止となり、灯籠の出展も

行わなかった 

 

 

 
 


