
 

 

            第第第第 3７７７７期期期期 定期代議員会議案書定期代議員会議案書定期代議員会議案書定期代議員会議案書 

 

 

 

                 平成平成平成平成 2５５５５年度年度年度年度 事業報告事業報告事業報告事業報告 

                 平成平成平成平成 2６６６６年度年度年度年度 事業計画事業計画事業計画事業計画(案案案案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成平成平成平成 26 年年年年 4 月月月月 19 日日日日(土曜日土曜日土曜日土曜日) 

                                           午後午後午後午後 2 時時時時 00 分より分より分より分より 

                                関西大学北陽高等学校関西大学北陽高等学校関西大学北陽高等学校関西大学北陽高等学校 1 階大会議室階大会議室階大会議室階大会議室 



関西大学北陽高等学校同窓会第関西大学北陽高等学校同窓会第関西大学北陽高等学校同窓会第関西大学北陽高等学校同窓会第３３３３７７７７期定期代議員会期定期代議員会期定期代議員会期定期代議員会    

 

                                    式式式式        次次次次        第第第第 

 

1111．開会のことば．開会のことば．開会のことば．開会のことば        北川副会長北川副会長北川副会長北川副会長    

2222．物故者に黙祷．物故者に黙祷．物故者に黙祷．物故者に黙祷        澤田理事澤田理事澤田理事澤田理事    

3333．校歌斉唱．校歌斉唱．校歌斉唱．校歌斉唱            澤田理事澤田理事澤田理事澤田理事    

4444．会長挨拶．会長挨拶．会長挨拶．会長挨拶            岡田岡田岡田岡田会長会長会長会長        

5555．学校長挨拶．学校長挨拶．学校長挨拶．学校長挨拶            鈴木鈴木鈴木鈴木学学学学校長校長校長校長    

6666．議長選出．議長選出．議長選出．議長選出            喜多喜多喜多喜多副会長副会長副会長副会長    

7777．議案審議及び報告．議案審議及び報告．議案審議及び報告．議案審議及び報告    
    

     第第第第１１１１号議案号議案号議案号議案    平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    事業報告事業報告事業報告事業報告            

事業活動報告事業活動報告事業活動報告事業活動報告((((総括総括総括総括))))                            北川北川北川北川副会長副会長副会長副会長    

課外活動報告課外活動報告課外活動報告課外活動報告((((母校母校母校母校))))                                    岩内岩内岩内岩内理事理事理事理事    

        第第第第２２２２号議案号議案号議案号議案    平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    決算報告決算報告決算報告決算報告                        田村理事田村理事田村理事田村理事        

    第第第第３３３３号議案号議案号議案号議案    平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    監査報告監査報告監査報告監査報告                        国府国府国府国府島島島島監事監事監事監事    

        第４号第４号第４号第４号議案議案議案議案    任期満了による役員任期満了による役員任期満了による役員任期満了による役員選任選任選任選任                    足立会長代行足立会長代行足立会長代行足立会長代行    

        第第第第５５５５号議案号議案号議案号議案    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    事業計画事業計画事業計画事業計画案案案案            

広報委員会計画広報委員会計画広報委員会計画広報委員会計画                                    中尾中尾中尾中尾理事理事理事理事                        

組織・事業委員会計画組織・事業委員会計画組織・事業委員会計画組織・事業委員会計画                                阪田監事阪田監事阪田監事阪田監事    

                    関東支部関東支部関東支部関東支部活動活動活動活動報告報告報告報告            国府島副国府島副国府島副国府島副支部支部支部支部長長長長    

第第第第６６６６号議案号議案号議案号議案    平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度    予算案予算案予算案予算案                            田村理事田村理事田村理事田村理事        

            

    その他その他その他その他報告事項報告事項報告事項報告事項                                                

        

8888．閉会のこと．閉会のこと．閉会のこと．閉会のことばばばば                山内副会長山内副会長山内副会長山内副会長 

 

懇親会懇親会懇親会懇親会「「「「２２２２階階階階小小小小食堂食堂食堂食堂」」」」                    進行進行進行進行    組織事業組織事業組織事業組織事業委員会委員会委員会委員会    
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                                    校校校校                歌歌歌歌 

                                                                        作詞者：横山作詞者：横山作詞者：横山作詞者：横山 藤吾藤吾藤吾藤吾 

                                                                        作曲者：牧野作曲者：牧野作曲者：牧野作曲者：牧野 卓央卓央卓央卓央 

                      

１．１．１．１． 漲漲漲漲
みなぎ

るるるる水水水水
みず

のののの大淀川大淀川大淀川大淀川
おおよどがわ

のののの 

 

                        光光光光
ひかり

もももも清清清清
きよ

くくくく曳曳曳曳
ひ

くところくところくところくところ 

 

                                        浪速若子浪速若子浪速若子浪速若子
な に わ わ か ご

とととと名名名名
な

をををを負負負負
お

いていていていて 

 

                                                            浪速若子浪速若子浪速若子浪速若子
な に わ わ か ご

とととと名名名名
な

をををを負負負負
お

いていていていて 

 

                                                                                契契契契
ちぎ

りをりをりをりを結結結結
むす

ぶぶぶぶ我我我我
われ

らがらがらがらが北陽北陽北陽北陽
ほくよう

 

 

 

2．．．．廃墟廃墟廃墟廃墟
はいきょ

にににに繁繁繁繁
しげ

るるるる雑草雑草雑草雑草
あらくさ

にににに 

 

                        古古古古
ふる

きききき歴史歴史歴史歴史
れ き し

はははは亡亡亡亡
ほろ

ぶともぶともぶともぶとも 

 

                                        高高高高
たか

きききき匂匂匂匂
にお

いにいにいにいに咲咲咲咲
さ

くくくく花花花花
はな

のののの 

 

                                                            高高高高
たか

きききき匂匂匂匂
にお

いにいにいにいに咲咲咲咲
さ

くくくく花花花花
はな

のののの 

 

                                                                                文化文化文化文化
ぶ ん か

のののの 都都都都
みやこ

興興興興
おこ

さずやさずやさずやさずや 

 

 

3．．．． 湊湊湊湊
みなと

をををを洗洗洗洗
あら

うううう海潮海潮海潮海潮
うみしお

のののの 

 

                        続続続続
つづ

くくくく世界世界世界世界
せ か い

にににに眼眼眼眼
め

をををを開開開開
ひら

きききき 

 

                                        流流流流
なが

れてれてれてれて止止止止
や

まぬこのまぬこのまぬこのまぬこの水水水水
みず

にににに 

 

                                                            流流流流
なが

れてれてれてれて止止止止
や

まぬこのまぬこのまぬこのまぬこの水水水水
みず

にににに 

 

                                                                                世紀世紀世紀世紀
せ い き

のののの魂魂魂魂
たま

をををを磨磨磨磨
みが

かずやかずやかずやかずや 

 

2 



第第第第 1 号議案号議案号議案号議案                                                     

 

平成平成平成平成 22225555 年度年度年度年度    事業事業事業事業活動活動活動活動報告報告報告報告    
(平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月) 

①①①① 事業活動報告事業活動報告事業活動報告事業活動報告    
 

H25年 04月 13日(土)  定期代議員会開催準備打合せ          「出席 7名」 

組織事業・広報・役員会  

H25 年 04 月 20 日(土)  定期代議員会開催  組織事業・広報・役員会  「出席 32 名」 

大会議室(1 階) 懇親会小食堂(2 階) 

            準備 10:00 本会 14:00 懇親会 15:30 

 

H25 年 04 月 30 日(火)  正副会長会議                 「出席 5 名」 

阪田監事特別出席 かごの屋・東淀川 

H25年 05月 27日(月)  正副会長会議  同窓会室                      「出席 3名」 

            第 36 期 新体制打合せ  

Ｈ25 年 06 月 01 日(土)  関東支部総会開催       

            岡田会長、足立会長代行、神山顧問             「出席 16 名」 

H25 年 06 月 03 日(月)  正副会長会議  同窓会室            「出席 3 名」  

第 36 期 新体制打合せ ２回目 

H25 年 07 月 13 日(土)  H25 年 役員会及び合同委員会開催        「出席 29 名」 

            14：00～ 小食堂(2F) 

H25 年 08 月 20 日(火)  正副会長会議  同窓会室          「出席 4 名」 

 

H25 年 08 月 24 日(土)  合同委員会及び役員会  同窓会室、小食堂   「出席 17 名」 

14：00～ホームカミングデー該当者 4000 名.宛名貼り 

組織事業：阪田、西澤、田村、村田、西森、梶浦、  

濱田、西本、井上、田畑、須上、(11 名) 

広 報：山内、中尾、川合、城島、(4 名)  

他：足立、北川、(2 名)  計 17 名  

 

H25年 08月 28日(水)  正副会長会議                 「出席 3名」 

            ホームカミングデー.ＰＴＡ幹部との会談 

            足立会長代行、阪田組織事業副委員長、 

山内広報委員長、 同席：鈴木校長 

 

H25 年 09 月 04 日(水)  本校・体育館竣工式 岡田会長参列 

 

H25 年 09 月 12 日(木)  ゴルフ親睦会 グランドオークゴルフ場     「出席 37 名」 

            全参加 100 名、内同窓会 37 名（内訳サッカー部 

ＯＢ3 名、野球部ＯＢ23 名）進行・八木代議員                

 

H25 年 09 月 17 日(火)  正副会長会議  同窓会室          「出席 4 名」 

            ホームカミングデー打合せ、PTA との関連他 

 

3 
 



H25年 10月 04日(金)  正副会長会議  同窓会室           「出席 3名」 

            PTA 幹部と打合せ  

 

H25年 10月 11日(金)  林敏夫元校長先生ご逝去 お通夜        「参列 3名」 

 

H25 年 10 月 19 日(土)  合同委員会(組織事業／広報／役員会)      「出席 21 名」  

ホームカミングデー＆還暦同期同窓会準備打合せ             

H25 年 11 月 02 日(土)  合同委員会 (組織事業／広報／役員会)      「出席 18 名」 

ホームカミングデー＆還暦同期同窓会準備最終打合せ 

 

H25 年 11 月 09 日(土 ホームカミングデー＆関大北陽ファミリーの集い  

同窓会実行委員会主催  

(50 歳以上)91 名 PTA：400 名 

来賓：福武道裕前理事長、金澤 勇元教頭、 

松下昇司先生、服部舜一先生、鈴木清士校長(6 名)  

演奏：足立 衛様 講演：原 強副会長 トーク会：岡田会長  

役員集合：10 時 00 分 受付開始：12 時 00 分  

第１部 12 時 30 分：学食体験・施設見学 

第２部 14 時 00 分：記念イベント(同窓会 PTA 合同・新体育館) 

第３部 16 時 20 分：第 6 回ホームカミングデー開催 

(同窓会のみ・大食堂) 

中締め：17 時 40 分 終了：18 時 00 分 

 

H25 年 11 月 27 日(木)  ホームカミングデー実行委員長副委員長    「出席 4 名」 

            同窓会室 

H25 年 12 月 07 日(土)  正副会長会議  同窓会室          「出席 5 名」 

同  日        ホームカミングデー反省会 同窓会室      「出席 11 名」 

各委員会 

 

H25年 12月 14日(土)  広報委員会 会報発行準備打合せ 同窓会室   「出席 6名」 

 

H26年 01月 18日(土)  広報委員会 会報発行打合せ アナプラザホテル 「出席 5名」 

H26 年 01 月 18 日(土)  北陽岡田会 18：00 開演 アナプラザホテル  

同窓会関係者 70 名 全 130 名 

 

H26年 02月 08日(土)  広報委員会 会報発行打合せ 同窓会室     「出席 5名」 

H26 年 02 月 22 日(土)  関大北陽高校 第 65 回卒業式(394 名卒) 新体育館「参列 4 名」 

 同  日       合同委員会 会報 第 36 期「北陽同窓」発送事務 「出席 10 名」 

 

H26 年 03 月 15 日(土)  関大北陽中学校 第 2 回卒業式 (参列 3 名)  

同  日        役員会 定期代議員会打合せ 同窓会室     「出席 8 名」 

                                      

 以上 
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②②②② 課外活動課外活動課外活動課外活動報告報告報告報告    

    
 平成２5 年度 本校生徒の課外活動に対する表彰 

 

課外活動優秀賞課外活動優秀賞課外活動優秀賞課外活動優秀賞 

 
ボクシング部ボクシング部ボクシング部ボクシング部  3 名 

 

 丸田陽七太  アジアジュニア選手権 3位  全国インターハイ準優勝 

 岩井 尚斗  アジアジュニア選手権 3位  近畿高校新人大会準優勝（全国大会出場） 

 吉名慎太郎  近畿高校新人大会優勝（全国大会出場） 

 

スケート部スケート部スケート部スケート部（フィギュアスケート） 2 名 

 

 中村  優・市橋 翔哉  全国インターハイ男子団体総合優勝（2 年連続） 

              個人で中村は 5位、市橋は 13位 

 

陸上競技部陸上競技部陸上競技部陸上競技部   7 名 

 

 大森  澪  近畿高校駅伝 8位  全国都道府県駅伝大阪府代表選手 

        （10000ｍ大阪高校新記録樹立） 

 加島 匡信  近畿インターハイ 8種競技 8位（全国高校選抜大会出場） 

 松井 祐樹  近畿インターハイ 8種競技 6位（全国高校選抜大会出場） 

 田中 駿平  近畿総体三段跳 2位（日本ジュニアユース大会出場） 

 田中 涼太  近畿総体円盤投 8位（日本ジュニアユース大会出場） 

 藤田渓太郎  近畿総体走高跳 1位（日本ジュニアユース大会出場） 

 中村 瑠菜  近畿インターハイ走高跳 7位（日本ジュニアユース大会出場） 

 

水泳部水泳部水泳部水泳部     2 名   

 

 橋本 凌輔  ＪＯＣ全国ジュニアオリンピック 100ｍ平泳ぎ 6位 

 大芦 知央  ＪＯＣ全国ジュニアオリンピック 100ｍ背泳ぎ 6位 

        国体 100ｍ自由形 4位  400ｍフリーリレー3位 

 

 

課外活動課外活動課外活動課外活動奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞(団体団体団体団体) 
 

ハンドボール部ハンドボール部ハンドボール部ハンドボール部       

近畿大会ベスト 8  近畿私学大会準優勝 

 

ジャズバンド部ジャズバンド部ジャズバンド部ジャズバンド部   

浜松スチューデントジャズフェスティバル ベストプレイ賞 

 高槻スクールジャズコンテスト金賞および高槻市文化振興事業団賞 

 

                                      以上  

５５５５ 



第第第第 2 号議案号議案号議案号議案 

                                平成平成平成平成 25 年度年度年度年度 決算報告決算報告決算報告決算報告 

                                    自自自自    平成平成平成平成 25 年年年年 4 月月月月    1 日日日日 

                                    至至至至    平成平成平成平成 26 年年年年 3 月月月月 31 日日日日 

収入の部収入の部収入の部収入の部            ((((単位単位単位単位    円円円円))))    

        科科科科                    目目目目        予予予予        算算算算        実実実実        績績績績                        摘摘摘摘                要要要要    

前前前前    期期期期    繰繰繰繰    越越越越    金金金金    4,926,9944,926,9944,926,9944,926,994    4,926,9944,926,9944,926,9944,926,994            

会会会会                                費費費費    3,950,0003,950,0003,950,0003,950,000    3,940,0003,940,0003,940,0003,940,000    393939394444 名名名名    

会員・会報協力金会員・会報協力金会員・会報協力金会員・会報協力金    300,000300,000300,000300,000    391,000391,000391,000391,000    60606060 名名名名    ((((36363636 号号号号 12121212 名、名、名、名、33337777 号号号号 48484848 名名名名    ))))    

代代代代    議議議議    員員員員    会会会会    会会会会    費費費費    60,00060,00060,00060,000    62,00062,00062,00062,000    31313131 名×名×名×名×2222,000,000,000,000    ((((懇親会参加者懇親会参加者懇親会参加者懇親会参加者))))    

雑収入雑収入雑収入雑収入((((受取利息受取利息受取利息受取利息))))    1,0001,0001,0001,000    368368368368    預金利息預金利息預金利息預金利息    

総総総総                    合合合合                    計計計計    9,237,9949,237,9949,237,9949,237,994    9,320,3629,320,3629,320,3629,320,362            

                

支出の部支出の部支出の部支出の部            ((((単位単位単位単位    円円円円))))    

        科科科科                    目目目目            予予予予        算算算算    実実実実        績績績績                        摘摘摘摘                要要要要    

会会会会                        議議議議                        費費費費                        0000    38,29038,29038,29038,290        役員会・委員会ボトル茶ほか役員会・委員会ボトル茶ほか役員会・委員会ボトル茶ほか役員会・委員会ボトル茶ほか    

代議員会会議費代議員会会議費代議員会会議費代議員会会議費    60,00060,00060,00060,000    27,53027,53027,53027,530            

人人人人                        件件件件                        費費費費    0 0 0 0 0000            

交交交交                        通通通通                        費費費費    150,000150,000150,000150,000    223,627223,627223,627223,627    役員会役員会役員会役員会・委員会・委員会・委員会・委員会交通費交通費交通費交通費等等等等    

消消消消            耗耗耗耗            品品品品            費費費費    200,000200,000200,000200,000    202020208888,631,631,631,631    コピー機及び保守料コピー機及び保守料コピー機及び保守料コピー機及び保守料、封筒、封筒、封筒、封筒、宛名シール、宛名シール、宛名シール、宛名シール    

通通通通                        信信信信                        費費費費    650,000650,000650,000650,000    853,306853,306853,306853,306    会報発送費、電話料金、切手、葉書会報発送費、電話料金、切手、葉書会報発送費、電話料金、切手、葉書会報発送費、電話料金、切手、葉書    

慶慶慶慶                        弔弔弔弔                        費費費費    1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    685,685,685,685,744744744744    卒業祝贈呈品、課外活動副賞、卒業祝贈呈品、課外活動副賞、卒業祝贈呈品、課外活動副賞、卒業祝贈呈品、課外活動副賞、    

支支支支            部部部部            費費費費    50,00050,00050,00050,000    42,54542,54542,54542,545    関東支部関東支部関東支部関東支部活動費活動費活動費活動費    

雑雑雑雑                            費費費費    100,000100,000100,000100,000    84,23084,23084,23084,230    名簿メンテ名簿メンテ名簿メンテ名簿メンテ、振込、振込、振込、振込手数手数手数手数料料料料他他他他    

予予予予            備備備備            費費費費    1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000    1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000    体育館建替基金として寄付体育館建替基金として寄付体育館建替基金として寄付体育館建替基金として寄付    

小小小小                                                            計計計計    3,710,0003,710,0003,710,0003,710,000    3,63,63,63,666663333,903,903,903,903            

会会会会        報報報報        発発発発        行行行行        費費費費    1,100,0001,100,0001,100,0001,100,000    1,059,5801,059,5801,059,5801,059,580        会報会報会報会報 4,4,4,4,555500000000 部部部部、、、、HPHPHPHP 更新更新更新更新料料料料、、、、    

組織・事業運営費組織・事業運営費組織・事業運営費組織・事業運営費    100,000100,000100,000100,000    57,4857,4857,4857,483333    ホームカミングデーホームカミングデーホームカミングデーホームカミングデーほかほかほかほか補填補填補填補填    

小小小小                                計計計計    1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000    1,117,0631,117,0631,117,0631,117,063            

合合合合                                計計計計    4,910,0004,910,0004,910,0004,910,000    4,778,9664,778,9664,778,9664,778,966            

次次次次        期期期期        繰繰繰繰        越越越越        金金金金    4,327,9944,327,9944,327,9944,327,994    4,539,3964,539,3964,539,3964,539,396            

総総総総                    合合合合                    計計計計    9,237,9949,237,9949,237,9949,237,994    9,320,3629,320,3629,320,3629,320,362            

６６６６ 



 

                                            繰越金明細書繰越金明細書繰越金明細書繰越金明細書 

                                                                                    平成平成平成平成26年年年年 3月月月月 31日現在日現在日現在日現在 

     

                                                                                                                        (単位単位単位単位    円円円円) 

 

                明明明明                    細細細細                                            残残残残                高高高高 

 
現現現現        金金金金                                                                                 58,880.－－－－ 

 
普通預金普通預金普通預金普通預金(三菱東京三菱東京三菱東京三菱東京 UFJ 銀行／淡路支店銀行／淡路支店銀行／淡路支店銀行／淡路支店)                         24,418.－－－－ 

 
普通預金普通預金普通預金普通預金(三井住友銀行／十三支店三井住友銀行／十三支店三井住友銀行／十三支店三井住友銀行／十三支店)                             2,075,114.－－－－ 

 
普通預金普通預金普通預金普通預金(池田池田池田池田泉州泉州泉州泉州銀行／淡路支店銀行／淡路支店銀行／淡路支店銀行／淡路支店)                                 115,264.－－－－ 

 
定期預金定期預金定期預金定期預金(三井住友銀行／十三支店三井住友銀行／十三支店三井住友銀行／十三支店三井住友銀行／十三支店)                           2,000,000.－－－－                  

 
払込口座払込口座払込口座払込口座(ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行)                                                     265,720.－－－－                 

 
    合合合合                        計計計計                                        4,539,396.－－－－   

 
 
 
    上記のとおり収支決算をご報告申し上げます。上記のとおり収支決算をご報告申し上げます。上記のとおり収支決算をご報告申し上げます。上記のとおり収支決算をご報告申し上げます。 

平成平成平成平成 26 年年年年 3 月月月月 31 日日日日 
 

                    関西大学北陽高等学校同窓会関西大学北陽高等学校同窓会関西大学北陽高等学校同窓会関西大学北陽高等学校同窓会    会計会計会計会計    川合浩幸川合浩幸川合浩幸川合浩幸     

 

 

 

 

 

 

 

７７７７ 

 



第第第第 3 号議案号議案号議案号議案 

                            平成平成平成平成 25 年度年度年度年度 会計監査会計監査会計監査会計監査 

 

                                    会計監査報告会計監査報告会計監査報告会計監査報告 

 
    平成平成平成平成 25 年度関西大学北陽高等学校同窓会会計について、諸帳簿・年度関西大学北陽高等学校同窓会会計について、諸帳簿・年度関西大学北陽高等学校同窓会会計について、諸帳簿・年度関西大学北陽高等学校同窓会会計について、諸帳簿・ 

 
諸伝票・銀行預金残高証明書・預金通帳な諸伝票・銀行預金残高証明書・預金通帳な諸伝票・銀行預金残高証明書・預金通帳な諸伝票・銀行預金残高証明書・預金通帳などを監査いたしましたとどを監査いたしましたとどを監査いたしましたとどを監査いたしましたと 

 
ころ、収入、支出及び会計管理状況は適切なものであると認めらころ、収入、支出及び会計管理状況は適切なものであると認めらころ、収入、支出及び会計管理状況は適切なものであると認めらころ、収入、支出及び会計管理状況は適切なものであると認めら 

 
れました。れました。れました。れました。 

 
よって、ここにご報告申し上げます。よって、ここにご報告申し上げます。よって、ここにご報告申し上げます。よって、ここにご報告申し上げます。 

 
                                                                                平成平成平成平成 26 年年年年 4 月月月月 19 日日日日 

 

                                                    関西大学北陽高等学校同窓会関西大学北陽高等学校同窓会関西大学北陽高等学校同窓会関西大学北陽高等学校同窓会 

 

                                            監監監監    事事事事        阪阪阪阪    田田田田    裕裕裕裕    弘弘弘弘    ㊞㊞㊞㊞ 

     

                                            監監監監    事事事事        國府島國府島國府島國府島    勇勇勇勇    三三三三    ㊞㊞㊞㊞  
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第４号議案第４号議案第４号議案第４号議案 

 
任期満了に任期満了に任期満了に任期満了によよよよる役員選任る役員選任る役員選任る役員選任    「任期 平成 26年 4月～28年 4月迄」 
 

会長  岡田 彰布 昭和５１年卒 （留任） 
会長代行 池田 勝一  昭和４９年卒 （留任）総務委員長 

副会長 原  強 昭和５１年卒 （留任）関東支部顧問 

副会長 中尾 明   昭和５０年卒 （新任）広報委員長 

副会長 中本 導男  昭和５３年卒 （新任）組織事業委員長 

会 計 田村 大作 昭和５９年卒 （新任）組織事業委員 

理 事 内海 昭 昭和４３年卒 （留任）関東支部長 

                        「任期 27 年 4 月迄」  

理 事 西森 務 昭和６０年卒 （留任）組織事業委員 

理 事 西澤 宏之 平成 ４年卒 （留任）組織事業委員 

理 事 八木 知之 昭和５２年卒 （新任）組織事業委員 

                        ゴルフコンペ担当 

理 事 梶川 聖二 昭和５７年卒 （新任）広報委員 

                        ホームページ担当 

理 事 中川 智 平成 ３年卒 （新任）広報委員 

監 事 阪田 裕弘 昭和４１年卒 （留任）組織事業委員 

                        「任期 27 年 4 月迄」 

監 事 国府島勇三 昭和４５年卒 （留任）関東支部副支部長 

                        「任期 27 年 4 月迄」 

 

退 任 足立 宗央 昭和 42 年卒 オブザーバー（会長付） 

 北川 徹 昭和 45 年卒 オブザーバー（総務委員会） 

 喜多 憲治 昭和 41 年卒 オブザーバー（組織事業委員会） 

 山内 直行 昭和 42 年卒 オブサーバー（広報委員会） 

 川合 浩幸 昭和 58 年卒  岩内 日出男 昭和 48 年卒 

  澤田 渉 昭和 52 年卒   

  

新 任 岩内 日出男 本校教員 学校窓口（組織事業委員会） 

  澤田 渉 本校職員 事務窓口（総務委員会） 

光本 健吾 本校教員 学校窓口（広報委員会） 

  山内 直行 昭和 42 年卒 同窓会事務局 週一日程度） 

 

 名誉顧問 

  鈴木 清士 本校学校長 

  金澤 勇 本校元教頭 
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第第第第５５５５号議案号議案号議案号議案 

                                平成平成平成平成 2６６６６年度年度年度年度 事業計画事業計画事業計画事業計画 

 

広報委員会計画広報委員会計画広報委員会計画広報委員会計画 

 
平成 25 年度の｢北陽同窓｣36 号は昨年同様１６ページの発刊となりました。 

今回は念願の新体育館の完成を記念して、初めての試みで「学校・ＰＴＡとの

三位一体の行事」としてホームカミングデーを開催しました。その模様と関連

記事を記載しました。４，５００部を印刷して卒業生、卒業後５年間の卒業生

及び購読希望の方、協力募金に協力して頂いている方々に発送しました。 

「ホームページ」には同窓会会報フォルダーに、会報１号から収納しています

ので、ダウンロードしてご覧ください。 

 

平成２６年度は、同窓会活動の広報活動として「ホームページ」活用は欠か

せない媒体のためリニューアルを計画しております。 

特にクラブＯＢ会の内容を充実させて、後輩達の活躍を含め情報を掲載する予

定です。より同窓会活動の告知媒体として期待しております。 

本年度も在校生にも配布して、同窓会の活動や興味付けのために、生徒会及び

ＰＴＡとの連携を図り、同窓会活動の範囲を広げていきたいと考えています。

創立９０周年を迎える２７年度の「特集号」は全卒業生に配布するため、クラ

ス同窓会、クラブＯＢ会等の情報が多く集まる事を期待しています。 

そのためには、どうか代議員の方々の参画並びにご協力をお願いいたします。 

 

会報第３７号は、来年２月に発行を予定しております。 
 

 

 

 

組織・事業委員会計画組織・事業委員会計画組織・事業委員会計画組織・事業委員会計画    
 

平成 25 年度は同窓会会員の皆様方に、機関紙「北陽同窓」第 36 号の発送と

併せて協力募金の(郵便振替票)送付をさせて頂きました。 

 

平成 21 年度    22 年度   23 年度    24 年度    25 年度 

合 計  1,715,000   585,000   575,000   341,000   391,000 

※21年度は会報 31 号及び 32号を同年度内発行による金額となっております。                  

                  平成 26 年 3 月 31 日現在 

 

 

 

10101010    

    



1. 協力募金 

 

平成 25年度は上記の通り、会員の皆様方より 391,000 円のご協力を頂きま

した。それはひとえに会員の皆様が我が同窓会活動へのご理解とご協力の結 

果と存じます。会報 35 号発行分から寄付額を定額から任意に変更しており

ます。ここに改めて会員各位に厚く御礼申し上げます。 

                     

２.同期同窓会の開催 

 

昨年 11月 9日(土)の｢第 6回ホームカミングデー＆還暦同期同窓会」は恩師

と卒業生 105名のご出席を頂きました。 

第 1部では「懐かしの学食コーナー」に続き希望者による学内施設、第 2部

では新体育館の竣工記念として、学校・ＰＴＡとの協力行事として百済先生

の進行で開催、関西を代表するアゼリアジャズオーケストラ主宰の足立衛氏

〈昭和 38年同窓〉を迎えて母校ジャズバンド部とのコラボ演奏と創作ダンス

部との共演、上智大学教授・弁護士の原 強氏〈昭和 52年卒〉による「身近

な民事訴訟法」の講演、野球評論家として岡田彰布会長（昭和 52年卒）の「ト

ーク会」と新体育館の募金活動を兼ねた「お楽しみ抽選会」では、ＰＴＡ役

員の司会で大いに盛り上がれました。 

終了後は５０年振りに復活したボクシング部員達によるスパーリングを見学

して、第３部の会場である本校２階の食堂に移動して、旧友との話に花咲く

ころ「お楽しみ抽選会」で楽しい時間を共有出来ました。 

今回からは全同窓の方を対象にして「第７回ホームカミングデー」として、

１１月８日（土）に開催致します。（詳細説明あり） 

 

３.同窓会ゴルフコンペの開催 

 

昨年に再開したゴルフコンペには１００名の方々が参加されました。今年は

第１５回大会として開催致します。（詳細説明あり） 

 

４.創立９０周年の記念行事の企画 

 

来年は母校創立９０周年を迎えます。記念行事の企画に向けて、代議員・同

窓の方々の参画並びにご協力をお願い致します。 

 

 
    

    

    

    
11111111    



関東支部事業計画関東支部事業計画関東支部事業計画関東支部事業計画    
 

平成２５年度は、「定例総会」を 6月１日（土）、「支部執行部会」を 7月 26

日（金）に開催しました。定例部会は 6名で構成していますが、毎回集まる

のは 4名程度、場合によっては正副支部長が原案作成して郵送を以って進め

ています。 

平成 25年度 6月は恒例の「関東支部報告会・懇親会」を本部から神山顧問、

岡田会長、足立会長代行を迎えて、15名により東京八重洲口、通称さくら通

り老舗そば処「やぶ久」にて開催いたしました。 

関東支部の重鎮として、毎年支部総会に参加して頂いていた菊野良平氏（昭

和１７年卒）が逝去されました。改めてご冥福をお祈りします。 

 

                       

平成 26年度は昨年に引き続き、 

1. 支部総会・懇談会等の参加促進を図るために、開催通知と一緒に開催

風景等のチラシを作成し送付する。 

2. 若手同窓の方々の掘り起こしを年度内に実施するため、母校の先生方

等から情報提供を求めるために、本部と連携していきたい。 

 

本年度は 5 月 31 日（土）に東京八重洲口、通称さくら通り老舗そば処「や

ぶ久」で開催予定しています。（在京同窓生がご高齢の方が多く、配慮によ

るため） 

 

以上 
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第第第第 6 号議案号議案号議案号議案                     

                                                                                                                    
                         平平平平成成成成２２２２６６６６年度年度年度年度    予算予算予算予算((((案案案案))))    
収入の部収入の部収入の部収入の部        ((((単位単位単位単位    円円円円))))    

            科科科科                    目目目目            予予予予        算算算算                                                        摘摘摘摘                要要要要    

前前前前        期期期期        繰繰繰繰        越越越越        金金金金    4,539,3964,539,3964,539,3964,539,396        

会会会会                                                            費費費費    3,140,0003,140,0003,140,0003,140,000    333314141414 名Ｘ名Ｘ名Ｘ名Ｘ10101010,000,000,000,000（卒業予定者）（卒業予定者）（卒業予定者）（卒業予定者）    

会員・会報協力金会員・会報協力金会員・会報協力金会員・会報協力金    400,000400,000400,000400,000    24242424・・・・25252525 年度年度年度年度((((定額から任意定額から任意定額から任意定額から任意))))の実績からの実績からの実績からの実績から    

代議員会代議員会代議員会代議員会    会会会会    費費費費    60,00060,00060,00060,000    33330000 名Ｘ名Ｘ名Ｘ名Ｘ2,0002,0002,0002,000((((懇親懇親懇親懇親会参加者会参加者会参加者会参加者))))    

雑収入（受取利息）雑収入（受取利息）雑収入（受取利息）雑収入（受取利息）    500500500500    預金利息預金利息預金利息預金利息    

総総総総                        合合合合                            計計計計    8,1398,1398,1398,139,896,896,896,896            

            

支出の部支出の部支出の部支出の部        ((((単位単位単位単位    円円円円))))    

        科科科科                                                目目目目            予予予予        算算算算                                                        摘摘摘摘                要要要要    

会会会会                        議議議議                        費費費費    40,00040,00040,00040,000    会議用ボトル茶会議用ボトル茶会議用ボトル茶会議用ボトル茶等等等等    

代議員会会議費代議員会会議費代議員会会議費代議員会会議費    60,00060,00060,00060,000            

人人人人                        件件件件                        費費費費    222244440,0000,0000,0000,000    事務局を再開（週一日を予定）事務局を再開（週一日を予定）事務局を再開（週一日を予定）事務局を再開（週一日を予定）    

交交交交                        通通通通                        費費費費    200,000200,000200,000200,000    役役役役員会、員会、員会、員会、各委各委各委各委員会等交通費員会等交通費員会等交通費員会等交通費    

消消消消            耗耗耗耗            品品品品            費費費費    282828280,0000,0000,0000,000    コピー機及び保守料コピー機及び保守料コピー機及び保守料コピー機及び保守料、封筒、事務消耗品等、封筒、事務消耗品等、封筒、事務消耗品等、封筒、事務消耗品等    

通通通通                        信信信信                        費費費費    850,000850,000850,000850,000    会報発送費、電話料、切手、葉書等会報発送費、電話料、切手、葉書等会報発送費、電話料、切手、葉書等会報発送費、電話料、切手、葉書等    

慶慶慶慶                        弔弔弔弔                        費費費費    888800,00000,00000,00000,000    卒業祝、課外活動卒業祝、課外活動卒業祝、課外活動卒業祝、課外活動((((優秀賞・団体奨励賞優秀賞・団体奨励賞優秀賞・団体奨励賞優秀賞・団体奨励賞))))副賞、副賞、副賞、副賞、    

支支支支                        部部部部                        費費費費    50,00050,00050,00050,000    関東支部関東支部関東支部関東支部活動費活動費活動費活動費    

雑雑雑雑                                                            費費費費    50505050,000,000,000,000    振込料振込料振込料振込料他他他他    

予予予予            備備備備            費費費費    1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    ２４年から２４年から２４年から２４年から６年計画で１千万の寄付を予定６年計画で１千万の寄付を予定６年計画で１千万の寄付を予定６年計画で１千万の寄付を予定    

小小小小                                                            計計計計    3,370,0003,370,0003,370,0003,370,000            

会会会会    報報報報    発発発発    行行行行    費費費費    2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000    会報発行会報発行会報発行会報発行((((5,0005,0005,0005,000 部部部部予定予定予定予定))))、、、、HPHPHPHP リニューリニューリニューリニューアルアルアルアル費費費費    

組織・事業運営費組織・事業運営費組織・事業運営費組織・事業運営費    50,00050,00050,00050,000    ホームカミング等の行事に補填ホームカミング等の行事に補填ホームカミング等の行事に補填ホームカミング等の行事に補填    

小小小小                                    計計計計    2,050,0002,050,0002,050,0002,050,000            

合合合合                                    計計計計    5,420,0005,420,0005,420,0005,420,000            

次次次次        期期期期        繰繰繰繰        越越越越        金金金金    2,719,8962,719,8962,719,8962,719,896            

総総総総                    合合合合                    計計計計    8,139,8938,139,8938,139,8938,139,893            

11113333    
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