第 1号 議案

令和元年度事業報告及び収支決算報告

O事 業報告
1)決 算役員会の開催

令和売年6月 11日 (火 )1&30ブ ヽ戸プラザホテル

2)各 種会議の開催

三役会・理事会等の開催

3)奥 南会入会式の開催

令和2年 2月 29日 (上 )1130→ コロナウイルスの影響で中止(卒 業記念品のみ贈皇)

4)新 入幹事歓迎会の開催

令和2年 3月 8日 予定→ヨロナウイルスの影響で中止

5)学 校行事への参加

入学式、卒業式、歓迎会、送別会他

6)45周 年記念同窓会開催

令和売年9月 28日 (土 )13鵡 0ブ ヽ戸プラザホテル 124名 参加

O事 業庶務報告

平成31年 4月 1日 〜令和 2年 3月 31日
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会長 出席 (八 戸 パークホテル )

平成31年 4月 6日

A戸 西高校教職員歓迎会
A戸 西高校入学式

平成31年 4月 10日

実行委員会設立 第 1回 実行委員会

大松ビル )
配念 同憲会 について く

平成31年 4月 25日

第 2回 実行委 員会

記念同窓会について (大 松ビル )

令和元年5月 21日

監査会

会長他5名 (八 戸グランドホテル)

令和元年5月 23日

第3回 実行委員会

記念同窓会について (大 松ビル )

令和元年5月 29日

奥南会親睦ゴルフコンペ (春 )

13名 出席 (八 戸カントリークラブ)

令和元年6月 4日

平成 29年 度後援会 ,PTA・ 同窓会合同懇親会

6名 出席 (八 戸プラザホテル )

令和元年 6月 11日

令和元年度奥南会決算役員会

来費3名 含む25名 (八 戸プラザホテル)

令和元年 6月 13日

第4回 実行委員会

記念同窓会 について (マ テニ ワ)

令和元年 6月

三役会

記念 同窓会案内状発送について (六 松 ビル )

令和元年8月 20日

三役会

記念 同憲会 について (大 松 ビル )

令和元年 9月 5日

第5回 実行委員会

記念 同窓会について (大 松 ビル )

令和元年9月 17日

第6回 実行委員会

記念同窓会 について (大 松 ビル )

令和元年9月 28日

八戸西高被翻立45周 年記念奥南会総会並びに祝賀会 記念同窓会開催 く
八戸プラザホテル )

令和元年 10月 17日

三 役会

記念同窓会反省について (大 松 ビル )

令和元年 10月 30日

奥南会親睦ゴルフコンペ (秋 )

12名 出席 (八 戸カントリークラブ)

令和元年 11月 9日

第 7回 実行委員会

記念同窓会反省会 (A戸 シーガルビューホテル )

令和元年 11月 打6日

奥南会交流会

クラス幹事を交えての懇議会 (願 成寺)

令和 2年 1月 2日

21期 生同期会

会長 出席 (A戸 プラザホテル )

令和2年 1月 3日

2期 生 ,11期 生同期会

会長 (2期 )・ 副会長 (11期 )出 席

令和 2年 2月 12日

三役会

入会式について(八 戸グランドホテル)

令和 2年 2月 29日

同憲会入会式

コ田ナウイルスの影響で中止

令和2年 3月 1日

八戸西高校卒業式

会長出席 (西 高校 )

令和2年 3月 1日

八戸西高校卒業祝賀会

コロナウイル スの影響で中止

平成 31年 3月 26日

八戸西 高校教職 員送別会

コロナウイル スの 影響 で中止

平成31年 4月 4日

17・ 24に

会長 出席 (西 高校 )

(八 戸プラザホテル)

