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一般社団法人	 城北会	 第２回（平成２９年度）定時代議員総会	 報告	 

平成29年5月20日（土）14時より、一般社団法人城北会定時総会が母校講堂にて開催された。当日は天

候にも恵まれ多くの代議員が出席した。	 

	 山中事務局長より、議長は岡村会長代表理事、副議長は橋爪会長代行代表理事にとの報告があり、岡

村議長により議事録署名人として前記２名と川村邦明副会長、書記に阿部副会長が提案され選出された。	 

＊代表理事挨拶	 岡村	 	 正	 会長	 

＊名誉会長挨拶	 布施	 洋一	 学校長	 

＊議事審議	 

	 岡村議長が開会を宣言し、定足数および有効議決権数の報告があり、総会が成立した。	 

	 	 代議員総数	 	 362名	 

	 	 有効議決権数	 248個	 	 内訳	 当日出席者	 137名	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 委任状	 72名	 	 	 書面議決権行使	 39名	 

【報告事項】	 

1．平成28年度一般社団法人城北会	 活動報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 山中事務局長	 

2．各委員会報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 各委員長	 

一般社団法人になりこの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28年度決算(案)承認の件	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 白石財務委員長	 

	 	 白石委員長より決算(案)の説明があり、承認された。	 

第２号議案：平成29年度理事・代議員の辞任・就任（案）承認の件	 	 山中事務局長	 

	 	 理事の辞任・就任の名簿を提示、承認された。併せて代議員の名簿も報告された。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３号議案：平成29年度予算(案)承認の件	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 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。	 

	 

【その他】	 

1．平成29年度	 城北会懇親総会について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 川西実行委員長	 

7月8日の130周年記念懇親総会への参加呼びかけがあった。	 

2．清算団体城北会	 報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 家清算団体評議員	 

家清算団体評議員より清算団体城北会の結了報告があった。	 

3．公益財団法人深井奨学財団	 報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 住田理事長	 

4．公益財団法人東京都立戸山高等学校校友会	 報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 住田理事長	 

5．事務局連絡	 

以上を以て平成29年度定時代議員総会は閉会した。	 

※ 詳細は本誌別途掲載資料をご参照ください。	 
	 

【追記】	 

議長は定款によると、会長が副会長もしくは業務執 
行理事から指名すべきところ、皆様に了解を求める 
形で会長が議長に就任しました。 
運営上の不手際であり深くお詫び申し上げます。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 長	 



城北会年会費納入のお願い 
 
 会員の皆様の日頃からの城北会諸活動へのご理解ご支援に対し、深く感謝しております。活動の基

盤の一つは会の運営資金ですが、本会の場合、その大部分（83%）を年会費に拠っております。 

 昨年度から一般社団法人として新たなスタートを切り、若手世代の結集度合を向上させながら、

種々の活発な企画や交流の場、情報提供等を行っていくため、一回り大きな運営資金が必要となって

まいりました。会費収入の約 3 分の１を若手会員が在校中に予納した会費に依存している現状から、

会員の皆様の納入比率の向上が経済基盤強化のための大きな課題となっています。引き続き年会費の

納入にご協力をお願いいたします。 

 
城北会の収入内訳 （平成 28 年度概数） 
合計額：    1639 万円      

内訳 会費収入：1359 万円（83%） 

   その他収入：92 万円（6%） 

   正味財産の流用：188 万円（11％） 

 
年会費は 2000 円です。納入方法は 3 種類あります 

1．口座振替  年 1 回 10 月 27 日に登録された銀行口座から自動引落し 

    安定収入をはかるためできるだけ口座振替でお願いいたします。（詳細は次ページ参照） 

  ２．郵便振替  口座番号：00170-0-730618  口座名：一般社団法人城北会 

    城北会発行の「払込取扱票」を使用されると手数料は無料です。 

    数年分の納入もお受けしています。 

3．現金を事務局まで持参 （平日午前 10 時から午後 5 時まで） 

 

会費制度の変遷について 

 日本経済が異常に活性化していた金利の高い時代に終身会費制（1993 年まで）を採用しまし

たがバブル崩壊により運営が不可能となり、維持会費制（1994 年から 2000 年、終身会費をお

よそ 10 年分の会費に充当する）を経て、現在の年会費制（2001 年以降）に落ち着きました。 

ご理解ご協力をお願いいたします。 

☆ ☆ ☆ 年 会 費 納 入 状 況 の 見 方  ☆ ☆ ☆ 

会誌送付封筒の宛名シール                   

                (A-1)   * 印の欄をご覧ください 

住  所                    

                                年会費制実施(2001)後、未納 

氏   名                  2016 など    表示された年度まで納入済み 

口振 2016    口座振替(自動引落し)で納入 

会員番号 卒年 組 年会費受領：   *                                             

                                             右肩の記号(A-1)などは、会員データとは無関係です。 

 

※本年度は、1958 年(昭 33)以降卒業の方で、2014 年度以降の年会費が未納の方には、会誌

の抜粋版をお送りしております。 ＊今年度分年会費をご納入いただいた時点で本誌をお送りします。 

お問合わせ先 城北会事務局  TEL : 03-3202-3349  E-mail : johoku@toyamaob.org 

会費
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一般社団法人城北会としての新たな試み 

法人化初年度であった 28 年度は、城北会の活動が模索と飛躍の狭間で揺れ動いた年であった。従来の活動を引

き継ぎながらも独自性を求め、拡大と発展を目指してきた。ここにその一端をご報告させていただく。 

 広報委員会では、「城北会誌」65 号の編集にあたり全世代対象の座談会を企画･実施した。組織委員会では、若

い世代への働きかけとして、「新成人の集い」の実現に向け始動、また「城北会 PR 動画」制作を企画中である。

事業運営委員会では、従来の事業に加え、29 年度より TOC(トヤマオープンカレッジ)を土曜講座として城北会

主催とするため企画立案、第 1 回開催に備えた。IT 専門委員会では、財務委員会と連携、老朽化しつつある名簿･

会費システムの見直しを行い、更新の必要性を主張、外部業者の管理システムの利用を検討している。母校支援委

員会では、校友会の要請に従い、那須寮支援の方法を模索してきた。法人化推進委員会では、細則の見直しを行い、

一部改訂、また、慶弔費等の支出に関わるガイドラインの作成を行った。創立 130 周年記念事業実行委員会では、

学校と協力、記念誌の編集に当たった。 

 以上のように、それぞれの委員会が活発に活動、2 年目への更なる発展が期待されている現在、その実現のため

に会員各位の更なるご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 （一般社団法人城北会 事務局） 

 

清算団体城北会 清算業務結了の報告 

任意団体城北会が解散した後、清算団体城北会として1年をかけて清算業務を行ってきた。すべての資 

産の一般社団法人城北会への寄付を完了し、必要書類を作成、清算監事による監査を経て、清算評議員会 

において清算団体城北会の清算業務結了が承認された。 

   以上の結果、「清算団体城北会における清算の結了に関する確認報告書」が清算評議員会によって作成 

され、一般社団法人城北会会長あてに提出された。 

   ここに清算団体城北会の活動は完全に終了したことをご報告させていただきます。 

平成 29 年 5 月 18 日           清算人 久保  勲  白石治比古 

            山中 瑞江  久野 晴美 
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