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代議員総会報告

一般社団法人 城北会　第3回（平成30年度）定時代議員総会　報告

平成30年5月26日（土）14時より、一般社団法人城北会第3回定時代議員総会が母校講堂にて開催
された。当日は天候にも恵まれ開始前から多くの代議員が来場した。
1．はじめに ＊会長挨拶 岡村 　正 
 ＊名誉会長挨拶 布施 洋一 
2．議長･副議長の選任 岡村会長
　会長より、議長に橋爪会長代行、副議長に阿部副会長をとの指名があり出席者の了解が得られた。
3．議事録署名人･書記の任命 橋爪議長
　議長により議事録署名人として議長、副議長と藤田愼介代議員（昭44）、書記に武田優代議員（昭
50）が提案され承認された。
4．議事進行
5．代議員定足数確認　　有効議決権数の報告があり、総会が成立した。
　　代議員総数　　383名
　　有効議決権数　257個　　内訳 出席者　164名
 委任状　 64名　書面議決権行使　29名
【報告事項】
1．平成29年度一般社団法人城北会活動報告　（122ページ参照） 伊﨑事務局長
2．各委員会活動報告　（125ページ参照） 各委員長
　　一般社団法人として2年目となるこの1年間の活発な委員会活動および本年度の方針が報告された。
【審議事項】
第1号議案：平成29年度決算（案）承認の件　（116ページ参照） 白石財務委員長
　　白石委員長より決算（案）の説明があり、西井監事の監査報告を経て決算（案）は承認された。
第2号議案：平成30年度予算（案）承認の件　（120ページ参照） 白石財務委員長
　　白石委員長より予算（案）の提案があり、議案は承認された。
第3号議案：任期満了に伴う平成30・31年度理事選任の件　（次ページ参照） 大亀組織委員長
　　 理事候補一覧を提示、一括承認された。併せて代議員の報告もなされた。また新理事・新代議
員が紹介され大きな拍手で迎えられた。

第4号議案：任期満了に伴う平成30・31年度監事選任の件　（次ページ参照）  西井監事
　　重任の3名に加え、藤田浩司氏（昭56）を推薦、4名の監事が選任された。
第5号議案：定款改定（案）の件　（105～112ページ参照） 家法人化推進委員長
　　改定箇所の説明があり、有効議決権数の3分の2以上の賛成を得て承認された。
【その他】
1．平成30年度城北会懇親総会について 井坂実行委員長
　　7月15日（日）開催の懇親総会への参加呼びかけがあった。
2．会費納入促進キャンペーンについて　（138ページ参照） 伊﨑事務局長
3．公益財団法人深井奨学財団報告 庄内常務理事
4．公益財団法人東京都立戸山高等学校校友会報告
 庄内評議員
5．事務局より　平成30年度行事予定の報告があった。
以上で第3回（平成30年度）定時代議員総会は閉会した。

第2回理事会終了後、新組織の報告と岡村会長の
退任挨拶、家新会長の就任挨拶があった。
（新組織については124ページを参照）
 事務局長　伊﨑正敏（昭42）
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このたび、岡村正会長の後任を務めさせていただくことになりました。伝
統ある城北会の会長が務まるかどうか甚だ心許ない限りですが、皆さまのご
協力を得て、微力ながら会の発展に尽くしたいと存じます。城北会は平成28年4月1日をもって一
般社団法人として再出発し、その最初の1期2年間が過ぎました。法人化で同窓会組織としての本
質が変わるものではありませんが、より透明な運営が求められています。
同窓会員相互の親睦を通して育まれる友誼や人脈は、人生をより豊かにし、仕事・趣味・その他
の活動をより高度なものにする貴重なアセットです。世代を超えた交流には、普段の交遊範囲では
得られない新たな出会いがあります。
母校では先進的な教育の取組みが進められており、進学指導重点校、スーパーサイエンスハイス
クール（SSH）、チームメディカル（TM）の認定を受けています。私はこの8年間ほど学校運営協
議会委員およびSSH指導委員を務めさせていただき、先生方の献身的ご努力に頭が下がるとともに、
生徒諸君のひたむきな健闘ぶりに接する嬉しい機会をいただいています。城北会として適切な母校
支援のあり方を考えて行きたいと存じます。
一方、城北会の組織運営および財政には大変厳しい現状があります。会としての基本的な機能（会
員情報管理、会誌発行、ホームページ作成・更新など）の相当部分が少数のボランティアに依存し
ています。会の基本機能維持に要する経費に加え、母校支援などの積極的活動に進めるには原資が
必要です。会の収入は基本的に年会費ですが、その納入率は高いとは言えず、しかも世代間不均衡
が著しいという問題を抱えています。個々の会員にとって、会費納入は、母校への愛着および城北
会参画のメリットとの兼ね合いという面があると思われます。城北会の魅力向上に理事会として鋭
意努力してまいりますので、会員皆様におかれましても城北会へのより積極的な参画をお願い申し
上げます。

会長就任にあたって

家 泰弘（昭45）
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