
離れていても会いたい想い、会えなくても変わらぬ絆 想いと絆をつなぐ

7⽉22⽇（⾦）17時30分開始（受付：17時〜）

2 0 2 2 年 度 城 北 会 懇 親 総 会

メイン会場：東京⼤神宮マツヤサロン（飯⽥橋）
サブ会場（京橋）、オンライン参加もご⽤意します。

会場や申し込み⽅法などの詳細は、
２０２２年度懇親総会ホームページをご覧ください。

特別企画もご⽤意しています！

②「通学路で⽴ち寄ったあの店・あの場所どうなった？」

ご健在の先⽣やご家族のもとを訪ね、⼾⼭⾼校の思い出や「教え⼦たちへの
メッセージ」をお話し頂きました。当⽇VTRでご紹介します。お楽しみに！

①「先⽣に会いたい！〜懐かしの恩師たち〜（仮）」

リアル・バーチャルのハイブリッドで開催！

新感覚のオンラインツール「SpatialChat」で、どこからでも参加できます

メイン会場
マツヤサロン
17時30分〜

サブ会場
アンジェリオン
プラザ東京など
18時30分〜 リモート参加

●特別企画の配信
●メイン会場からの実況
●⼩部屋に分かれての
おしゃべりetc

スペチャ

ス ペ チ ャ

問い合わせ先：johoku@toyamaob.org 実⾏委員会（担当：緒⽅明⼦  昭56）
※件名に必ず「懇親総会」と⼊れてください。

お申し込みは、７⽉１１⽇締め切り
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宮岡（中）	礼
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「戸山の時間
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小松　親次郎

（昭50）

東京2020大会
でボランティ
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秋葉　和男（

昭56）
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（昭57）
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平4）	

千葉の畑でエ
ビ養殖	

平野　彩（平
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◎地域、同期
会、部活OB・
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京支部　コロ

ナ禍の活動報
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母校だより

城北会誌 70号（2022 年）

2022年5月21日（土）14時より、一般社団法人城北会第7回定時代議員総会は新型コロナウィルス
感染症の鎮静化に伴い3年ぶりに戸山高校講堂でオンライン会議との併用で開催された。髙野 宏新校長
も冒頭ご出席いただきご挨拶頂いた。
1．はじめに　　　＊会長挨拶 家　泰弘 会長（昭45）

＊名誉会長挨拶 髙野　宏 学校長
2．議長の選任 家　泰弘 会長（昭45）
　定款31条により家泰弘会長が議長を務めることが報告された。

3．議事録署名人･書記の任命 家　泰弘 議長（昭45）
　　議長により議事録署名人として議長と岡本和夫代議員（昭41会長代行）、木寺昌人代議員（昭46副
会長）、書記に須賀潔代議員（昭44業務執行理事）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　　358名
　　有効議決権数　242個　　内訳　 出席者　Zoom参加者42名　来場者66名　計108名

委任状 　93名　書面議決権行使　41名
【報告事項】
2021年度一般社団法人城北会事業報告
1．全体報告（53ページ参照） 伊﨑　正敏 事務局長（昭42）
2．各委員会報告（55ページ参照） 各委員長
この1年間の事業報告の概要及び各委員会活動と本年度の方針が報告された。

【審議事項】
第1号議案：2021年度決算（案）承認の件（58ペー
ジ参照） 

菊地　幸彦 財務委員長（昭56）
　　菊地幸彦財務委員長より2021年度決算（案）の
説明があり、監事代表の早川良監事（昭44）の監
査報告を経て決算（案）は賛成多数で承認された。
第2号議案：2022年度予算（案）承認の件（66ペー
ジ参照） 

菊地　幸彦 財務委員長（昭56）
　　菊地幸彦財務委員長より2022年度予算（案）の
提案があり、議案は賛成多数で承認された。

第3号議案：任期満了に伴う2022・2023年度理事選任の件 後藤　秀樹 組織委員長（昭50）
　後藤秀樹組織委員長より2022・2023年度理事候補一覧を提示され、賛成多数で承認された。

第4号議案：任期満了に伴う2022・2023年度監事選任の件（51ページ参照）
後藤　秀樹 組織委員長（昭50）

　後藤秀樹組織委員長より監事候補の提案があり、賛成多数で承認された。
【その他】
1．会計ガイドライン作成について 菊地　幸彦 財務委員長（昭56）　
2．法人印規則作成のご報告 武田　優 副会長（昭50）
3. 那須寮問題検討タスクフォースの件 武田　優 副会長（昭50）
4．2022年度 城北会懇親総会について 菊地　幸彦 財務委員長（昭56）
5．予納会費徴収方法変更について 伊﨑　正敏 事務局長（昭42）
6．年会費等コンビニ払い開始について 伊﨑　正敏 事務局長（昭42）
7．公益財団法人深井奨学財団報告 井上　尚男 理事長（昭33）
8．公益財団法人東京都立戸山高等学校校友会報告 岩越　万里 理事長（昭43） 
以上で第7回（2022年度）定時代議員総会は閉会した。
またこの後2022年度第2回理事会が開催され、岡本和夫新会長ほか副会長が互選、業務執行理事が選

任された。詳細は51ページをご覧ください。

一般社団法人 城北会　第7回（2022年度）定時代議員総会　報告

３年ぶりに戸山高校講堂で開催された定時代議員総会
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会会誌誌送送付付のの宛宛名名部部分分 

住  所 

 氏    名  

                                      

会員番号 卒年 組 年年会会費費受受領領：：  ＊＊

城城北北会会年年会会費費納納入入ののおお願願いい  

城北会の活動は、会員の会費により運営されています。会費納入率は、年代が若いほど低くなる傾向があ

ります。大先輩方の退会に、若い年代の会費納入が追い付かない状態が近年続いています。そこで、組織委

員会を中心に会費納入依頼を出させていただいています（委員会報告をご覧ください）。そのような活動に

より、2021 年度は会費収入を増加させることができました。 

「何もしなければ会費収入は減る」のが現状です。皆皆ささままののごご協協力力をを何何卒卒おお願願いい申申しし上上げげまますす。。 

＜＜会会費費納納入入のの方方法法＞＞  

((11))口口座座振振替替、、((22))ゆゆううちちょょ振振込込みみ、、((33))オオンンラライインン手手続続ききののククレレジジッットト払払いい・・ココンンビビニニ払払いい、、((44))現現金金でで納納入入

(1)口座振替／登録された銀行口座から年 1 回（10 月 27 日）自動引落し

→「「連連絡絡ははががきき」」ででおお知知ららせせくくだだささいい。。

(2)ゆうちょ口座への振込み

→会誌同封の「「払払込込取取扱扱票票」」をご利用ください。ダイレクトバンキングなどでのお振込みはお名前の

前に「S56」など卒業年を入れてください。（例：S56 ジョウホクハナコ）

郵便振替／口座名：一般社団法人城北会

口座番号：００１７０－０－ ７３０６１８（当座 〇一九（ゼロイチキュウ） ０７３０６１８） 

(3)オンライン手続きのクレジット払い・コンビニ払い

→城北会ホームページのバナーから、または右記の QR コードからお手続きをお

願いいたします。

(4)現金で納入／事務局や、同期会・懇親総会等の会場でもお受けします。

●● 年年会会費費はは 22 千千円円でですす  （（複複数数年年分分ままととめめててのの納納入入ももででききまますす））

●● 過過去去のの未未払払いい分分ににささかかののぼぼっっててのの納納入入ははおお願願いいししてておおりりまませせんん

［［年年会会費費受受領領  ::    ＊＊    ］］のの欄欄ををごご覧覧くくだだささいい 

［年会費受領 :  ］または［年会費受領 : 0］ 

または［年会費受領 : 2000］ 

⇒ 年会費制実施(2001 年度)以降未納

［年会費受領 : 2018］⇒表示された年度まで納入済み 

［年会費 : 口口振振 2021］⇒口座振替(自動引落し)手続き済み 
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全世界に広まった新型コロナウィルスの勢いは、次から次へと変異株への転移
が起こり、結局足掛け3年にわたり日常とは異なる生活を私たちに強いて来ました。
その困難な時期に本会の会長としてご苦労を重ねられた家泰弘さん（昭45）に代
わり、城北会の会長を務めることになりました。
私は戸山高等学校を卒業後、東京大学で数学を学び、数学研究者の道を進み、東京大学や一橋大学等で

教育と研究を続けてきました。併せて中学校や高等学校の数学教科書の執筆と編集、入学試験制度や教育
研究に関する評価というような大学全体に関わる仕事を、現在に至るまで続けています。城北会の会員の皆
さま、戸山高等学校在校生と保護者の方々、そして教職員の皆さまに向けて一言申し述べる初めての機会、
ということもあり多少の自己紹介から始めた次第です。
一般社団法人城北会は言うまでもなく東京都立戸山高等学校の卒業生をメンバーとする団体です。その定

款に依れば「会員相互の親睦を深め、会員の社会生活面での活動の向上・発展に寄与するとともに、母校の
学習および教育環境の向上に資することを目的」としています。卒業生が集まって楽しんだり、母校を懐かし
く思って寄附をしたり、という日常的な行動を支えることができれば十分で、かくあるべき、という厳しい強
制力を持った団体ではありません。卒業生の方々が払ってくださる会費と寄附に支えられた城北会の取り組み
が、卒業生の皆さんと在校生や教職員の皆さまに還元できますように、とボランタリーな活動を続けています。
城北会と共に活動している団体として、公益財団法人東京都立戸山高等学校校友会と公益財団法人深井

奨学財団があります。前者は文字通り現役生徒対象の奨学金を運営し、後者は保護者と教員の皆さまと協力
しつつ栃木県にある那須寮の管理と利用の便宜を扱っています。以前であればホームルーム合宿や夏休みな
どの部活合宿などに利用されていましたが、コロナ禍のもと休業状態となっています。そのために多くの生
徒たちはそのような寮があることすら知らずに卒業したことでしょう。
城北会自体も広い年代にわたる同窓生が一堂に会する機会である懇親総会や、ホームカミングデイや卒業

生が現役生徒たちと交流の場を提供する活動を進めることができず残念な状態が続いています。
何よりも、戸山高等学校の生徒や卒業生たちが不自由な学校生活を強いられたのではないか、と思わざる

を得ないことが残念です。林望さん（昭42）が戸山高校時代を振り返った著書『帰らぬ日遠い昔』の中で述
べられた通り、「高校時代は愉快であった」と、少なくとも母校の同窓生には思ってほしい。
きっとコロナ禍が治まった時には、生活の質が大きく変わっていることでしょう。その時単に時流の傾向

に流されるだけではなく、積極的で前向きな方向を創っていきたい。城北会は小さな団体ではありますが、
気概だけは大きく持ちたい。この文章を読んでくださっている皆さまに、その意味でもよろしくお願いいた
します、と申し上げてご挨拶を締めます。

コロナ禍を超えて
一般社団法人城北会会長　岡本　和夫（昭41）
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