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岐阜県立多治見北高等学校同窓会 令和元年度総会 

１．会長挨拶   伊藤恒一（12 回生） 

本年度は⾧年の懸案であった会員名簿の大規模更新事業を無事に終えることができ、同窓会活動の基盤強化をす

ることができました。また、約 20 年ぶりに名簿発行をすることもできましたので、各学年で活用していただき活発に活動さ

れることを期待しています。これらにかかる経費は名簿販売や広告収入などにより、同窓会会計からの支出なく実現する

ことができました。ご理解ご支援いただきました会員の皆様に心から感謝申し上げます。 

総会での事業報告と決算、次年度の事業計画と予算承認を経るのが本来ですが、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、異例ではありますが書面決議することといたしました。事情を鑑み、ご理解いただきますようお願いいたします。 

本年度は、例年からの活動である全会員への会報「北辰」発行、ゴルフコンペ、虎渓山清掃ボランティア活動と講演

会などに加え、平成 30 年まで 4 回開催した東日本大震災復興支援ツアーに替え、毎年交流してきた大川小学校遺

族会を多治見市内へ招いての講演会を計画しています。会員相互の親睦を深め、母校や地元に貢献する同窓会とし

て活動してまいりますので、同封の議決権行使書にて本年度決算、次年度事業と予算のご承認、よろしくお願いいたし

ます。 

２．学校長挨拶及び学校報告 小栗英幸（20 回生） 

この書面が発行される時にどのような状況下にあるかは、想像と願望の域を出ないところですが、3 月 22 日現在の学

校について報告します。日本中の全ての学校がそうであるように、本校も現在、休校中です。卒業式と高校入試は実施

できましたが、突然閉ざされたクラスの仲間との生活、卒業する先輩や離任する教員との別れ、新年度へ向けた様々な

仕掛けが直接には出来ていません。また、大会そのものが開催中止になるなど部活動も活動できない状態です。 

休校に入る前に、私から二つのことを放送により伝えました。一つ目は家族の一員としての役割を果たしてほしいこと、

そしてもう一つは、今こそ君たちの「自律」と「自学」が問われる時だということです。将来へ向けて、決して後悔しない 1 か

月となることを願っているところです。 

本来であれば、同窓会の席で今春の卒業生や在校生の様子を報告することで、皆様からの叱咤激励をいただく機会

にと思っておりましたが、今回ばかりはそれもかなわず、大変残念です。再開の折には、是非とも元気な様子を報告したい

と思っております。皆様方におかれましても、健康にご留意されお過ごしくださいますことをお祈りしています。 

３．委員会 R1 事業報告と R2 事業計画について 

（１）財務委員会  春田 宣康(17 回生)  

令和元年度協力金をご報告します。  809 件 2,810,752 円（収納手数料差引後） 
 
10 月の会報「北辰」発行事業に同封して協力金の振込用紙を発送しています。以前までは郵便局扱い

のみでしたが、H30 からコンビニ収納も利用可能にしたところ協力件数が改善しましたが、全会員の約５％で

す。もっとも有効なのは会員への協力を直接に呼びかけることです。学年幹事の皆様には同窓生への声掛け

活動をよろしくお願いします。 

【内訳】郵便振込分(H31.1.1~R1.12 末)     309 件 1,393,303 円 

コンビニ収納分(H30.12.11~R1.12 末)  500 件 1,417,449 円 

【推移】H30 491 件 2,126,193 円（郵便 313 件、コンビニ 178 件） 
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  H29 350 件 1,529,894 円（郵便のみ） 

H28 378 件 1,658,383 円（郵便のみ） 

（２）広報委員会  佐橋 政信(13 回生)   

【R1 事業報告】 

機関誌「北辰」R1/10 月末発送済み 送付数;約 16,000 部 

本年度の特徴:①東北支援ツアーの記事は無し ②広告掲載数が 9 コマ減少 

            ③各学年同窓会報告が減少 2019 年度は 1 学年のみ 

【R2 事業計画】 

機関紙「北辰」 例年通り 10 月末発行 送付数:16,500 部 

掲載計画:この一年間で同窓会開催予定が９学年あるとの情報で、同窓会特集を予定 

     同窓会開催予定（開催済み含む） 

      ５回生、１１回生、１３回生、１４回生、１６回生、１９回生 

      ２０回生、２１回生、２３回生、・８回生（１１月開催で２０２１年掲載予定） 

（３）事業委員会  加藤 文雄（14 回生）、伊藤会⾧（12 回生） 

【R1 事業報告】 

R1/11/17 虎渓公園清掃活動と講演会を実施 

参加者:約 90 人  講師:横井正彦さん（14 回生・メーテレ会⾧） 「テレビは、滅びるか」 

決算:116 千円 主な支出:会場使用料、講師謝礼、案内文書発送、消耗品購入など 

※講師の横井さんから、講師謝礼を同窓会へご寄付いただきました。ありがとうございました。 

【R2 事業計画】 

① 秋の清掃活動と講演会（案） 

虎渓公園から永保寺周辺を散歩しながらのボランティア清掃活動と、各界で活躍する同窓生等による

講演会を実施します。学年幹事のみなさん、各学年 2 人以上での参加をお願いします。 

【概要】 

開催日 令和２年 11 月８日（日） 

会場   清掃活動:虎渓公園・永保寺周辺）  講演会:永保寺 碧天閣 

会費   無料 参加予定人数 100 名 

時間   ＡＭ８:４５～ 永保寺駐車場にて受付します。 

ＡＭ９:００～１０:１５ 清掃活動  

ＡＭ１０:３０～１２:００ 講演会   講師:未定 

 

② 東日本大震災復興支援講演会（仮称） 

平成 30 年まで 4 回開催した東日本大震災復興支援ツアーに替え、毎年交流してきた大川小学校遺

族会をお招きして講演会の実施を秋ごろに計画しています。 

（４）ゴルフ委員会  平井 康之（12 回生） 

【R1 事業報告】 

 第２０回北辰会ゴルフコンペは 11 月 10 日愛岐カントリークラブで 109 名の参加でした。幹事の 20 回生の

皆さんご苦労様でした。同窓会本部に 8 万円程の寄付が出来ました。 
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【R2 事業計画】 

 本年も 11 月に愛岐カントリークラブで開催を予定しています。今回の幹事は 21 回生です。ご苦労様ですが準

備を宜しくお願いします。 

（５）学年幹事会  塚本 省二（12 回生） 

【R1 事業報告】 

 同窓会活動において、各学年の同窓会会員への取りまとめをして頂きまして有難うございました。また、学年幹

事の皆さん方のご協力により更なる充実した会員名簿の作成ができました。 

【R2 事業計画】 

 昨年に続き、同窓会行事に連絡役をしていただき取りまとめをよろしくお願いします。同窓会活動が身近なもの

と感じられるようにご協力よろしくお願いします。 

（６）情報委員会  千賀 研治（23 回生） 

【R1 事業報告】 

年間を通じてホームページの管理を行いました。 

閲覧数は決して多くなく、投稿・連絡等も年間を通して数件程度でしかありませんが、名簿データが更新でき

ていないことにより会報誌も案内も届かない卒業生や、本部役員等との繋がりが希薄な卒業生が、インターネット

検索等により同窓会ホームページを見つけ、事務局宛の連絡をされるケースも散見され、探し当てられる連絡先

としての機能は果たしております。 

【R2 事業計画】 

本来、閲覧数の増加に向けて計画を立案すべきところですが、現在ホームページ管理の作業を行う 24 回生

有志はいずれも繁忙を極めており、計画しても実施が困難です。定期的にホームページに来訪者が訪れるために

は、常に力的なコンテンツを発信し続ける事が必要であり、そのためには能力・時間的余裕を兼ね備えた人材の

確保が必須となります。卒業生の中にそうした方をご存じの方はぜひご紹介下さい。 

（７）本部事務局   小玉 淳（34 回生） 

【R1 事業報告】 

① ⾧年の懸案であった会員情報の大規模更新事業が 11 月末に完了しました。その後も随時会員情報の

更新を実施しています。 

     全会員数:19,847 人（R1.11 末現在） 

【内訳】判明者 15,855 人、物故者 657 人、不明者 3,335 人（判明率 83.1%） 

② 70 周年記念の会員名簿を 12 月末に発行 

【内訳】発行数 2,224 冊、協賛者 473 人、広告掲載者 88 件 

掲載者数 18,741 人 不掲載者数 1,106 人 （掲載者率 94.4%） 

【R2 事業計画】 

 会員からの積極的な情報提供で、継続して名簿情報の精度を高めていきます。住所変更などされた会員の

皆様からのご連絡をお待ちしています。 

・本部事務局  E-mail:info_takitadosokaihonbu@yahoo.co.jp 

・公式ホームページ URL:https://北辰.jp 

・会員名簿に綴り込みの異動通知連絡はがき 
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なお、会員の情報管理は、昨年度に引き続き㈱サラトへの委託を継続します。（委託期間:R1～R10） 

４．支部  R1 事業報告と R2 事業計画 

  （１）東京支部 

【R1 事業報告】 

     ①東京支部総会（第３０回）の報告、総括 

１）日時:11/23（土・祝）14:00～ （通常は11月第3土曜日） 出席者 83人 

２）フォーラム:講師:岩井 建樹氏（3９回生） 朝日新聞 文化くらし報道部記者 

      演題:傍流の記者論～ニッチなテーマ 「見た目問題」 を僕が追い続ける理由 

      多治見市 古川市⾧:市政報告     

３）課題 : 2017年度総会は113名の参加者があった。1ケタ回生の減少。若手の参加者の伸び悩み。

⇒ 理事のいない回生に、本部作成の名簿リストから理事をお願いし、横のつながりで参加者を増やす。 

②活動報告（会⾧、副会⾧、理事報告） 

１）10/18 第24回 東濃会（Sun-mi高松（銀座）） 

２）11/26 岐阜県人会総会（グランドパレス） 

３）1/13  ゴルフコンペ（大相模カントリー）９名参加 

４）2/1   第11回 多治見市政アドバイザー関東地区全体会議（学士会館） 

５）多治見市役所内の会員から東京支部の活動への参加希望者（18回生 2人）が情報提供される。 

【R2 事業計画】 

    2020 年度東京支部総会・懇親会（30 周年記念） 11 月 14 日（土）または 28 日（土） 

（通常開催予定の11月第3土曜日が３連休のため） 

幹事:２１、３１、４１回生                                          

  （２）関西支部  

【R1 事業報告】 

関西支部総会 6/2 京都タワーホテル 出席者数 44 人 （毎年 6 月第 1 日曜日に実施） 

来賓:同窓会⾧、学校⾧、東京支部会⾧、多治見市⾧ ほか 

講演:山﨑 愛子（26 回生）『奈良のガイド・講師 あれこれ』  司会:富田 悦子 （26 回生） 

【R2 事業計画】 

関西支部総会・懇親会の開催【新型コロナウイルスの影響により今年度は中止】 

来年度の開催予定:今年度のプログラムを繰り延べ実施 

日時:２０２１年６月６日（日）午前１１時～午後２時 

場所:ホテル竹園芦屋 

講演:吉田美喜夫氏（８回生、関西支部前会⾧） 

５．議題 

（１）第 1号議案 令和元年度決算について 

収入の部:4,912,263 円 

内訳抜粋（千円）:卒業生入会金 705、協力金 2,810、会報広告 1,024、 

前期繰越 6,665 千円   

支出の部:3,407,282 円 
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訳抜粋（千円）:事業費 116、交通費 247、会報発行 2,486、支部助成 100 

次期繰越:8,160 千円 

（２）第 2号議案 令和２年度事業予算について 

収入の部:4,370,050 円 

内訳抜粋（千円）:卒業生入会金 720、協力金 2,300、会報広告 1,100 

前期繰越 8,160 千円 

支出の部:4,223,000 円（R2.5.1 誤植を修正） 

内訳抜粋（千円）:事業費 150、講演会(新規)500、会報発行 2,500、支部助成 100 

次期繰越 8,207 千円 

（３）第 3号議案 次期会長選考委員会の設置について 

     本部役員から委員を選出し、次期会⾧候補を選定。R2 総会での承認をもって会⾧を決定する。 

【委員案】（本部役職名・回生） 

委員⾧:鈴木正夫（幹事・7） 

副委員⾧:塚本省二（筆頭副会⾧・１２） 

委員:伊藤恒一（会⾧・１２）、五島達明（会⾧代行・１２）、加藤文雄（副会⾧・１４）、佐橋

政信（副会⾧・１３）、平井康之（副会⾧・１２）小林昌臣（副会⾧・１５）、春田宣康

（副会⾧・１７）、飯田道広（副会⾧・２１）、伊藤香代（幹事・２４）、谷口知子（幹事・

２４）、小玉淳（本部事務局・３４）、岡本匡史（幹事・４６） 

 

６．書面決議 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、異例ではありますが総会開催に代えて書面による決議を行います。学

年幹事は別紙の議決権行使書により各議案の承認の可否を表明してください。 

なお、議決権は学年幹事のみが行使できますので、本部役員には議決権行使書をお送りいたしません。 

 

議決権行使書:4 月 30 日（消印有効）までに本部事務局へご提出ください。 

 

【書面決議の方法】 

1. 学年幹事の過半数で議決します。本部役員は含みません。  

学年幹事総数:156 人（1 回生(S36 卒)～60 回生（R1 卒）） 必要議決数:78 

（R2.5.1 補記:学年幹事から本部役員兼任者数等を差し引いた議決権実数 133 必要議決数 67） 

2. 議決権行使書が本部事務局に期限までに提出ない場合は、本部に議決権行使を委任したものとみなします。 

3. 議決にあたっては、議決権行使数、委任数について同窓会本部の監事（酒井忠造・5 回生、鈴木正夫・7 回生）

が確認し、確認したことを証する書面を作成いたします。 

4. 議決結果は 5 月末日を目途に本同窓会の公式ホームページ「北辰.jp」に掲載し、学年幹事への報告に替えさせ

ていただきます。 

上記①～④について、あらかじめご了承ください。 

 

不明な点などありましたら下記の本部事務局、または本部役員へお問い合わせください。 
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多治見北高校同窓会 本部事務局 小玉淳（34 回生） 

Mail to:info_takitadosokaihonbu@yahoo.co.jp 

FAX:0572-56-6211 

Cell Phone:090-8552-5100 

７．年間スケジュール（暫定） 

 

※R2.5.1 時点で、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 2 年 12 月 31 日までの
全ての同窓会活動を自粛することを決定しました。 
 

3 月 2２日 令和元年度総会・第１回本部役員会（中止・書面決議による代替開催を決定） 

6 月 7 日 関西支部総会【中止】 

6 月    第２回本部役員会（日程未定、社会情勢を見極めて別途開催案内します。） 

9 月    講演会（予定・新規事業） 

10 月   第３回本部役員会 

0 月   機関誌「北辰」発行 

11 月   北辰会ゴルフコンペ 

11 月 8 日  虎渓山ボランティア清掃活動と講演会 

11 月 14 日または 28 日  東京支部総会 

R3.3 月  令和 2 年度総会 

 


