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  関東西中西高会                                           

 

西尾高校創立１００周年行事の概要 

                        関東西中西高会会長  中村 民雄（高 21回卒） 

 平成 28 年 6 月 11 日、西尾高校同窓会理事・幹事会がＪＡ西三河本店会議室で開催され、平成 30 年

度に行われます「西尾高校創立１００周年行事」の概要が決まりましたのでご報告いたします。 

 １００周年行事の基本構想は、「ハードからソフトへ」「モノづくりからヒトづくりへ」という基本的

な考え方から、「人を育てる」ことに重点を置き、西尾高校の教育活動を支援することに決まりました。

特に、次世代を担う、国内外の様々な分野で活躍することのできる優秀な人材を育成するために「奨学

財団」を設立することになりました。通常の記念行事や学習支援、部活動支援とは別会計で「奨学財団

募金」を実施し、「経済的困難者への学業支援」や「海外交流（留学）支援」などに基金の運用を考え

ているようです。他には、「部活動支援」「学習活動支援」「学習環境支援」などを予定しています。こ

の１００周年行事の募金は、平成 29 年夏頃からになりそうです。各学年単位で幹事さんからお声がか

かると思いますので、何卒よろしくお願いします。 

 さて、関東西中西高会が母校の節目行事に参加するのは創立８０周年以来です。この時は会長の杉江

清氏、副会長の福田栄一氏、幹事の富田和彦氏など旧西中生がご健在で、会としての基金１２０万円は

次回以降にまわし、個人個人で協力することとなりました。その折り、この基金は１００周年の折に寄

付してほしいと託されていましたので、今回「奨学財団」が設立されることでもあり、協力させていた

だきたいと思っています。現時点で会の資産は１５０万円となっています。奨学財団が設立された折に

はそちらへ寄付したいと考えていますのでご了解くださいますようお願いします。 

 

 なお、近年会員の減少と会費の納入減が続き、残念ながら１００人を割る状態となってしまいました。

これまでも経費節減に努めて参りましたが、今回の会報は両面印刷で済ませることにしましたことをお

許しください。この節減した分は、平成の卒業生（約３００人）にお声をかける郵送費に充てましたの

でご了解くださいますようお願いします。 

 

平成 27年決算書（平成 27年 1月 1日～12月 31日） 

＜収入の部＞ 

 予 算 額 決 算 額 差 異    備  考 

維持会費 

 寄付金 

 雑収入 

  総会残金繰入金 

 前年繰越金 

   150,000 

    10,000 

     1,000 

       809 

   218,159  

  148,000    

        0                 

        0 

   37,043 

  218,159 

 2,000 

10,000    

1,000 

△ 36,234 

        0  

98人納入 

 

 

本部会計へ繰入れ 

        計    379,968   403,202 △ 23,234  



＜支出の部＞ 

 予 算 額 決 算 額 差 異    備  考 

 会報等印刷費 

 通信費 

 事務用品費 

 振込手数料 

 雑費 

 総会への支出 

 次年への繰越金 

  20,000 

   100,000 

    10,000 

    15,000 

    20,000 

         0 

   214,968 

  20,174 

   80,066     

    7,620 

   10,040 

        0 

        0 

  285,302 

△   174 

   19,934  

    2,380 

    4,960 

 20,000 

        0 

△ 70,234 

『会報』第 20 号印刷代 

切手・はがき代 

事務用品 

振込手数料 

 

 

内、20万円は積立金へ 

    計    379,968   403,202 △ 23,234  

 

関東西中西高会資産（平成 27年 12月 31日現在） 

・ゆうちょ銀行定額預金  1,300,000円 

・ゆうちょ銀行定額預金   200,000円（繰越金の内、20万円を積立金として繰入れる） 

 

平成 28年会費納入者一覧（平成 27年 1月 1日～12月 31日） 

村井 朝夫   長坂しづか   間宮 英次   平井 嘉信   早川 道夫   都築  功 

竹熊 章子   久保田房代   石川 紘一   小島 則英   青山 隆次   本多 貞子 

水野 秀子   神谷 直樹   中根 和郎   磯貝 久万   鈴木  豪   杉浦 幹雄 

鳥山正比虎   宮地 公平   忠内 正之   中川 正彦   浅井 敏子   深水 優子 

山本 石根   成瀬 隆良   高原 賢次   杉浦 町子   稲垣 哲郎   岡崎 愛子 

藤井 利勝   水野弘一郎   渡辺寿美子   犬塚  明   山崎 静雄   金子 廣次 

山田 明男   梶川 明生   井上 時男   山田  實   上田萬利子   稲垣  暁 

金折 宜俊   牧原 信行   石川 雄彦   兼子 啓子   村松  誠   宮崎 孝雄 

小嶋 茂雄   靏見  紘   山下 典子   三矢 良子   岩瀬 隆子   浅井 孝夫 

鈴木  潔   野村 武男   今野 幸代   外山 好子   小嶌 博明   戸狩 恵子 

尾崎みち江   柴田  徹   伊奈 芳枝   吉野 遷次   高井 史子   山本 隆夫 

古澤 一男   水野 通子   小笠原豊和   岡田 絢子   中村 民雄   神谷 一雄 

菊池 佳子   三輪 光宏   中野  均   牧江 弘孝   都築 重和   中島 幸男 

城  好彦   志賀 紳江   松本那加子   石川 作男   石原 誠二   中嶋 孝雄 

小泉たか子   伴  勝宏   伴  重人   磯貝和歌子   曽根 孝友   加藤美恵子 

１月以降入金分 ： 近藤 文夫（3.10）  鳥山 政照（4.19）  鳥居 恒夫（7.12） 

 ＊過年度分を含めてご入金いただいた方もお名前のみとさせていただきましたのでご了承ください。 

 

あとがき：これまで、公益財団法人三河郷友会を拠点にして関東西中西高会を運営して参りましたが、

会員の高齢化と会費納入者の減少により、いよいよ立ちゆかなくなって参りました。人件費

を節約し、懇親会費を半減し、封筒を流用し、節約に節約を重ねてきましたがカツカツの状

態になってきました。今後について皆さまのご意見をお寄せくださいますようお願いします。 

           関東西中西高会事務局  〒112-0002 東京都文京区小石川 5－19－37 

                                   公財 三河郷友会内（中村民雄） 

                                         TEL   03-3946-0342 


