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岐阜県立多治見北高等学校同窓会 令和２年度総会 

１．会長挨拶   伊藤恒一（12 回生） 

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言下、今年度の総会も書面開催にせざるを得ませんでした。学年幹事の

皆様に来年度事業計画をお諮りするとともに、同窓会活動の活性化に向けた議論ができる通常に早く戻ることを願って

やみません。 

ワクチン接種により通常を取り戻せる期待感をもって、今年度は新型コロナへの対応と通常の事業展開の両立を目

指します。事業の実施時期は慎重な見極めが必要ですが、例年通りのすべての事業を来年度予算に計上しました。各

委員会と本部役員が協議して、実施の可否や実施方法を個々に検討して事業を行っていきます。特に広報委員会は、

コロナ対策をしながらの新しい委員会活動により 11 月の広報発行を目指します。会員の皆様からの寄稿、協賛金、広

告をよろしくお願いします。 

学年幹事の皆様、令和 2 年度決算と令和 3 年度の事業計画と予算を書面によりご承認よろしくお願いします。 

２．学校長挨拶及び学校報告 小栗英幸（20 回生） 

昨年度に引き続き、書面での開催となってしまったことは残念ですが、現在の状況からすれば致し方ないことだと思いま

す。一日も早くウィズコロナの生活を送ることができるように願っております。今年度の学校の様子を一部ではありますが、

ご紹介いたします。 

３月から５月までの３ヶ月に及ぶ休校により、始業式と入学式を除く多くの行事を中止にせざるを得ませんでした。３

年生引退までの短い期間ながら、例年ならば三学年一緒となる部活動もかないませんでした。春季球技大会、体育祭

も中止しました。先輩、特に３年生に対する大きく高い山のような憧憬、畏敬の念を抱く機会を、１年生に与えられなか

ったことが残念です。 

高校生活一大イベントの修学旅行も延期しました。目にも鮮やかな青い海、鼻と肌で感じる亜熱帯の風、事前に学

んではいたものの一歩足を踏み入れた時に戦争を体感するガマ入壕など、残念ながら２年生諸君に経験させることがで

きませんでした。また、並行して開催していた３年生の京都大学、１年生の名古屋大学での研修も実施できず、本校

卒業生の京大生、名大生との懇談、研究室訪問もかないませんでした。 

最後の試合、大会へ向けて厳しい冬を乗り越えてきた部活動も、力を発揮する機会すら与えることができませんでした。

日本中の多くの高校３年生が、最後の評価を得られずに引退となりました。高校入学後に新たに始めた人も、小学生

からずっと続けてきた人もいますが、いずれの人にも、活動に終わりを告げるには中途半端な終わり方をさせてしまったこと

は残念でなりません。 

しかし、立ち止まってばかりではいられません。県教委と先生方の尽力により、休校期間中もオンラインで生徒の自宅と

学校を結び、生徒と先生がコミュニケーションを取りながら学習活動を再開しました。このシステムは登校再開後も、気象

警報による休校や一部地域のみ自宅待機の生徒向けに活用しています。北辰祭も文化祭のみの一日だけでしたが、

教室で視聴する映像配信を中心とした発表により開催できました。秋季球技大会も学年別ではありましたが、競技種

目を変更して開催できました。少しずつ、できること、工夫することで対応し、動き出しています。 

本来であれば同窓会の席で報告することで、皆様からの叱咤激励をいただきたいと思っておりましたが、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。 
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３．委員会 R2 事業報告と R3 事業計画について 

（１）財務委員会  春田 宣康(17 回生)  

令和２年度協力金を報告します。  43 件 135,656 円（収納手数料差引後） 
 
会報「北辰」発行事業での会員へ郵便物に同封して協力金の振込用紙を発送していますが、今年度は

会報発行事業の中止により、協力金の振込用紙発送事業も中止しました。 

H30 から郵便振込とコンビニ収納が利用できます。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     24 件 88,391 円 

コンビニ収納分    19 件 47,265 円 

【推移】R1  809 件 2,810,752 円（郵便局 309 件、コンビニ 500 件） 

H30 491 件 2,126,193 円（郵便局 313 件、コンビニ 178 件） 

H29 350 件 1,529,894 円（郵便局のみ） 

H28 378 件 1,658,383 円（郵便局のみ） 

（２）広報委員会  佐橋 政信(13 回生)   

【R2 事業報告】 

機関誌「北辰」の発行中止 

【R3 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:コロナ禍前の情報では、令和 2 年中に同窓会開催予定が９学年あるとの情報で、実施した学  

       年から情報をいただき、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） 

【R2 事業報告】 

R1/11/17 虎渓公園清掃活動と講演会を中止 

【R3 事業計画】 

① 秋の清掃活動と講演会 

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 人以上ご参加ください。 

日時   未定（会報、学年幹事への案内郵送等でお知らせします。） 

会場   清掃活動:虎渓公園・永保寺周辺  講演会:永保寺 碧天閣（予定） 

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
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族会などをお招きする講演会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） 

【R2 事業報告】 

 ゴルフコンペを中止 

【R3 事業計画】 

 例年 11 月に開催しているゴルフコンペの開催を検討します。 

（５）学年幹事会  塚本 省二（12 回生） 

【R2 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いただき有難うございました。残念ながら本

年度は新型コロナウイルスの影響で殆どの活動が中止になってしまいました。 

【R3 事業計画】 

会員名簿も発行されるなど、同窓会員の名簿情報の充実を図りました。名簿を活用して同窓会行事の連絡

役をしていただき取りまとめをよろしくお願いします。 

各学年の連携が同窓会活動の益々の活性化に繋がるかと思います。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） 

【R2 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。 

【R3 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）次期会長選考委員会 （伊藤会⾧・12 回生） 

     R2 総会で承認された委員により、次期会⾧候補を選考します。R3 総会に議案を提出し、その承認をもっ

て次期会⾧を決定します。 ( )内の数字は回生。 

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） 

（８）本部事務局   小玉 淳（34 回生） 

【R2 事業報告】 
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① 会員からの情報提供により随時会員情報の更新を実施しています。 

     全会員数:20,083 人（R2.12 末現在） 
【内訳】判明者 15,838 人、物故者 659 人、不明者 3,586 人（判明率 82.1%） 

会員情報の更新 232 件、新規登録会員令和 2 年 3 月卒 236 名 
② 60 周年記念の会員名簿を販売しています。購入希望の会員は本部事務局までお申し出ください。 

なお、販売対象は会員のみで回生、氏名、住所を名簿情報と照合のうえ、シリアルナンバーにより管理し

ています。 

販売価格:3,600 円 郵送の場合は郵便料金と販売代金の振込手数料をご負担いただきます。 

【名簿概要】掲載者数 18,741 人 不掲載者数 1,106 人 （掲載率 94.4%） 

【R3 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。名簿販売希望の会員も下記までご連絡ください。 

・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 

 

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  R2 事業報告と R3 事業計画 

  （１）東京支部  会⾧ 羅本礼二（15 回生） 

【R2 事業報告】 

     ①東京支部総会（第 31 回）の報告、総括 

2020年11月28日（土）⇒ 中止、書面で実施 

②幹事会  

 第1回 2020年 2月22日（土）開催、第2回、第3回 ⇒ 中止 

③会報誌   

  北辰 Tokyo 34号 ⇒ 中止 

④親睦会 

  ゴルフ会 2020年 1月13日（月・祝） 於:大相模カントリークラブ  9名参加 

⑤活動報告（会⾧、副会⾧、理事報告） 

１）東濃会（Sun-mi高松（銀座））⇒ 中止 

２）岐阜県人会総会（グランドパレス）⇒ 中止 

【R3 事業計画】 

①東京支部総会 

2021年11月第3土曜日 ⇒ 未定 

②幹事会  

未定 

③会報誌   

北辰 Tokyo 34号 ⇒ 未定 

④親睦会 

未定 
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  （２）関西支部  会⾧ 水野尚之（13 回生） 

【R2 事業報告】 

関西支部総会 中止 （毎年 6 月第 1 日曜日に実施） 

【R3 事業計画】 

関西支部総会・懇親会の開催 ※4/25 中止決定 

R3 年度の開催予定:R2 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 （兵庫県芦屋市大原町 10１ JR 芦屋駅北口より徒歩１分） 

講演:吉田美喜夫氏（関西支部前会⾧・8 回生） 

５．議題 

（１）第 1号議案 令和２年度決算について （会計 古川義之・12） 

別紙の議案資料を参照してください。 

収入の部:9,400,445 円 

主な収入（千円）:卒業生入会金 708、協力金 135、寄付 232 

前期繰越 8,160 千円   

支出の部:  683,548 円 

主な支出（千円）:通信費 87、東日本義援金 50、IT 費 178 

次期繰越:8,716,897 円 

（２）第 2号議案 令和３年度事業予算について （会計 古川義之・12） 

別紙の議案資料を参照してください。 

収入の部:4,402,050 円 

主な収入（千円）:卒業生入会金 702、協力金 2,300、会報広告 1,200 

前期繰越 8,716 千円 

支出の部:4,196,000 円 

主な支出（千円）:事業費 150、講演会(新規)500、会報発行 2,500、支部助成 100 

東日本義援金 100 

次期繰越 8,922 千円 

 

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、本年度も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、本部役員を兼ねる学年幹事は議決権が行使できません。 

 

議決権行使書:３月 3１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。  

議決権数  :133 人（1 回生(S36 卒)～61 回生（R2 卒）、本部役員との兼任者は対象外とします） 

必要議決数: 67 人 
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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４月末日を目途に同窓会公式ホームページ「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。 

 

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。 

 

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） 

3 月    令和２年度総会・第１回本部役員会（書面決議による代替開催です） 

6 月 6 日 関西支部総会 

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 

10 月   機関誌「北辰」発行 

11 月   北辰会ゴルフコンペ（未定） 

11 月   虎渓山ボランティア清掃活動と講演会 

11 月   東京支部総会（未定） 

R4.3 月  令和 3 年度総会 

８．本部役員・学年幹事 
   別紙を参照してください。 
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議決権行使書 

 

私は、令和２年度総会について本書をもって下記の通り議決権を行使します。 
 

令和３年   月   日 
 

多治見北高等学校同窓会 
 
役職  学年幹事（     回生） 
 
 
署名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
 
１． 第 1 号議案 令和 2 年度決算について  承認する ・ 承認しない 

２． 第 2 号議案 令和 3 年度事業予算について 承認する ・ 承認しない 

以上      

ご提案、ご提言などお寄せください。なお、北辰.jp に掲載する場合がありますのでご了承ください。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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同封の返信用封筒で３月末日（消印有効）までに返送してください。 


