
平成29年 
城北学園同窓会定時総会 

平成29年6月3日 



            式 次 第 
 

司会 安田正昭 （幹事長） 

 開会の辞 芝崎 有宏      同窓会会長 

 

来賓ご挨拶 小俣  力様   城北学園学校長・同窓会名誉会長 

          篠塚  友明様  城北学園PTA副会長 

 

議事   議長 芝崎 有宏       同窓会会長 

      議題    （１）平成28年度事業及び活動報告    （若井康裕  副会長） 
            （２）平成28年度決算報告          （若井康裕  副会長） 
         （３）監査報告                   （岡崎俊城  監 事） 
         （４）平成29年度事業及び活動計画（案） （若井康裕  副会長） 
         （５）平成29年度予算（案）          （若井康裕  副会長） 
         （６）次期会長承認             （安田正昭  幹事長） 
  （７）その他－芝崎前会長挨拶、若井新会長挨拶と役員人事、 

      城北学園同窓会について    

 ＊閉会の辞    内野 大三郎            （同窓会副会長） 



開会の辞 

 

 

芝崎 有宏 
 

 

城北学園同窓会会長 



来賓ご挨拶 

 

 

小俣 力 様 

 
城北学園校長 

同窓会名誉会長 



平成２８年 大学入試結果 

最新大学入試結果速報（2017年3月24日現在の学校内調査数） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        城北学園ウエブサイトより 

東京大学    １６名 

早稲田大学    １４５名 

京都大学      6名 

慶應義塾大学     93名 

東京工業大   １２名 

上智大学      ２５名 

一橋大学    ７名 

東京理科大学   １０７名 

医学部（国立私立）  ４０名 

旧帝国大学  ４０名 

国公立大学  １２７名 







 





来賓ご挨拶 

 

 

篠塚 友明様 

 
城北学園PTA副会長 

 











議題１ 

平成28年度事業及び活動報告 

 

 

 

 

 

若井康裕 副会長 



議題１ 

平成28年度事業及び活動報告(1) 

定時総会の開催､平成２８年６月４日（士）  規約改定「会計条項」 
同窓会会報： 第２８号の発行（２ ８． 4／末） 第２９号発行の準俑 

第１６回ホームカミングデイの実施：28.6／４ 参加者280～290名 

一般招待期生：６０歳～６６歳（定年退職を迎える年代）・運動都、文化部
全クラブOB・教職員 

城北学園（教職員、在校生、ＰＴＡ）並びに地域との親睦、交流 

同窓会クラブ報奨制度第４回授賞クラブ選定、用具贈呈 

  柔道部 陸上部 ハンドボール部 百人一首部 美術部 鉄道研究部 

クラブ活動支援金（新設）贈呈：運動郎－７ 文化部－３ 

城北学園文化祭への参加（模擬店出店・収益金贈呈）  親睦会 





平成28年度事業及び活動報告(2) 

 奨学金の給付： 近藤奨学基金 ７名/20万円×７ 

 次期会長選出準備： 平成２９年６月改選朔 平成２９年２月１８日次期
会長候補者選出 

 常任幹事運営委員会による同窓会活動の活発化 

 住所不明会員の発掘： クラス会、同期会．クラブOＢ会を通じ実質会員
増を図る－残念ながら、前年度比８１名減の19,292名 

 ホームページの充実強化： 掲載内容の見直しと投稿記事の増加 

 その他： 学年同期会、クラブOＢ会闇催に当たっての住所録整備と宛名
シールの提供一増加 

 総会ホ－ムカミングデイ１回・年次常任幹事会１回（郵送）・常任幹事運
営委員会10回・評議員会２回、三役会1回・近藤基金１回・作業部会30

回（会報１0回、文化祭５回、総会ホムカ3回、会計７回 その他５回） 



議題2 
平成28年度決算報告 

 

 

 

 

 

若井康裕 副会長 



平成28年度決算報告 



議題3 

監査報告 

 

 

 

 

 

岡崎 俊城 監事 



監査報告 



議題4 
平成29年度事業及び活動計画(案) 

 

 

 

 

 

若井康裕 副会長 



平成29年度事業及び活動計画(案) 
定時総会の開催： 平成２９年６月３日（土）、次期会長他役員選出 

同窓会会報： 第２９号の発行（２９．４/末）第３０号発行の準備—ホーム
ペ－ジ利用の検討 

第１７回ホームカミングデイの実施： ２９年６月３日 一般招待期生：６０
歳～６６歳（定年退職を迎える年代）・運動部、文化部全クラブOB・教職員 

城北学園（教職員、在校生、PTA）並びに地域との親睦、交流 

同窓会クラブ報奨制度第５回授賞クラブ選定（用具贈呈）、クラブ活動支
援金贈 

城北学園文化祭への参加（模擬店出店➡収益金贈呈）  親睦会 

奨学金の給付： 近藤奨学基金  同窓会としての奨学金給付の見直し 

常任幹事運営委員会による同窓会活動の活発化並びに新規委員の補
充増員（若返りを図る） 

住所管理の継続と維持： クラス会、同期会、クラブOB会等を通じ住所不
明会員を発掘し実質会員増を図る 

ホームペ－ジの見直しと活性化： 掲載内容を見直し、掲載記事を増加さ
せ同窓会活動が見えるようにし、同窓会活動の活性化へ繋げる 



議題５ 

平成29年度予算（案） 

若井康裕 副会長 



平成29年度予算（案） 
費   目 ２８年度実績 ２９年度予算 備考：主な費用 

前期繰越金 55,960,424 56,247,182 ・普通預金  ４、１９１、８５３円 

       定期預金 ５２，０５５、３２９円 

収入       

  平成２8年度卒終身会費 5,133,000 5,365,000 新規会員 ３７０名 

  雑収入 84,089 83,000 会報広告:７５千円  利息：１１千円 

    合  計 5,217,089 5,448,000   

支出       

  交通費・日当 596,150 600,000 交通費：３００千円  日当：３００千円 

  会務担当手当 60,000 60,000 幹事長以下６名分 

  会議費 8,500 10,000 学園との懇親会 

  慶弔費 40,000 100,000 前年+予備を見込む 

  総会・ホ-ムカミング費 843,951 950,000 総会：１００千円    

      ホムカ：８５０千円--前年比１００千円増見込む 

  会報費 2,202,676 2,250,000 第２９号発行（２９年４月末）：前年比郵送料値上げ 

  通信費 82,293 80,000 通常分４０千円・年次常任幹事会：４０千円 

  HP管理費  HP維持費 200,000 210,000 レンタルサーバー更新：１０千円 

          デ-タ管理費 0 40,000 外注委託処理 

  物品購入費 41,040 150,000 封筒：１５千円  パソコン更新：１２０千円 

  報奨制度費用 412,909 450,000 第５回贈呈分（第１回320千円第2回３１６千円） 

      （第３回４４６千円・第４回４１３千円） 

  城北学園文化祭参加費用 123,717 150,000 模擬店出店費用：材料費、お礼 

      ＜生徒会への贈呈１００千円＞ 

  城北学園クラブ活動支援金 300,000 300,000 本年度第２回：遠征交通費他への支援金 

  雑費 19,095 20,000 コピ－代、振込手数料他 

  合  計 4,930,331 5,370,000   

当期剰余金 286,758 78,000   

次期繰越金 56,247,182 56,325,182 ・普通預金  ４、２６９、０００円 

       定期預金 ５２，０５６、０００円 



議題６ 

会長承認 

安田正昭 幹事長 



会長候補者 

城北学園同窓会会長選出規定に基づき、平成29年2月18日に
開催された常任幹事運営委員会で若井氏を最終会長候補者と
して選出しました。 

 

若井 康裕氏 
昭和37年卒、第14回生 

 

皆様のご承認をお願いします。 



芝崎有宏前会長退任の挨拶 



任期（3期6年間）中の主な実績 
1. 規約、細則の整備（任期中に4回の規約改正） 

2. 会長選出規定の制定により、公明で公正な手順により会長の選出がで
きるようになった 

3. 学園、地域社会との連携強化 

 「クラブ報奨制度」の制定 

 「クラブ活動支援金制度」の制定 

 同窓会から学園評議員の推薦 

 地元の協力により文化祭へ参加、収益金を学生に還元 

4.  資産管理、会計制度の透明化 

5.  会員の住所管理の徹底 

6.  広報活動 

 ホームページの充実 

 会報誌の継続発行 

7.  常任幹事運営委員会の定例開催、毎回25人前後が出席 

 



同窓会ホームページ 





若井康裕新会長挨拶 



平成２9年度城北学園同窓会役員等 

   会  長    若井 康裕 （１4回生）   

  副会長    石川 雅弥 （１３回生）、 内野 大三郎 （４１回生）  

  宮川 正人 （18回生） 

  幹事長    安田 正昭 （１３回生）   

  副幹事長   渡邊 修   （１６回生）、 嶋野 春男 （２２回生） 

  後藤 光典  (31回生）  

  会 計    北村 實   （16回生）     

  名誉会長   井上 善雄 （城北学園理事長） 

             小俣  力 （城北学園校長） 

  監事     岡崎 俊城 （１２回生）、 日比 孝雄 （１５回生）  

  顧問     佐藤 武久 （９回生） 

  芝崎 有宏 （１３回生）    

  学園評議員  竹内 捷朗 （12回生）、  岡崎 俊城 （１２回生）  

  若井 康裕 （１4回生）  

         （赤字：新任）  

           

 



平成29年度常任幹事運営委員 

 NO. 名前 卒業期 卒年 NO. 名前 卒業期 卒年 

1 岩崎定良 6回生 1954 18 若井康裕 14回生 1962 

2 高野昭夫 8 1956 19 夏目暢之 14 1962 

3 柳下暁 8 1956 20 日比孝雄 15 1963 

4 佐藤武久 9 1957 21 北村實 16 1964 

5 土田隆弘 10 1958 22 渡辺修 16 1964 

6 竹内捷郎 12 1960 23 宮川正人 18 1966 

7 高橋章朗 12 1960 24 長峰一真 20 1968 

8 宝田惣一 12 1960 25 岸政男 21 1969 

9 大場忠道 12 1960 26 嶋野春男 22 1970 

10 岡崎俊城 12 1960 27 田崎寛 22 1970 

11 石川雅弥 13 1961 28 橋本正彦 25 1973 

12 瀬戸川睦人 13 1961 29 愛木執 30 1978 

13 磯部徳彦 13 1961 30 後藤光典 31 1979 

14 芝崎有宏 13 1961 31 飯田英一 37 1985 

15 木下利通 13 1961 32 内野大三郎 41 1989 

16 西田浩平 13 1961 33 桑原隆晃 42 1990 

17 安田正昭 13 1961 34 西原正騎 46 1994 

2017年6月3日現在 



 

 城北学園同窓会について 

 

 

 

石川雅弥 副会長 

 

 

 



                 
同窓会の概要 

 

 会員数 - 34,712名 

 うち、住所判明者は19,292名（56%）、

第69回生として370名の新会員が

加わったのにもかかわらず、住所

が判明している実質会員が81名

減少した。 

 常任幹事 - 470名、 

 常任幹事運営委員 - 34名（定員

50名）   

（平成29年3月卒まで） 

 

旧制城北中学、
城北高校、城北
高校定時制を卒
業したもの 



閉会の辞 

 

 

 

 

 

内野大三郎 副会長 


