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令和 3 年（第 45 回） 
大垣北高関東同窓会総会 

 

日 時：令和 3 年（2021 年）10 月 8 日（土） 

方 法：書面総会 

議 題：① 令和２年度事業報告 

② 令和２年度会計報告 

同   監査報告 

③ 役員改選(会長選任･幹事追加) 

④ 令和３年度事業計画(案) 

⑤ 会員制度の改定(案) 

⑥ 令和３年度予算(案) 

 

 
 

① 令和２年度事業報告 
 

1) ビデオメッセージの作成・寄贈 

 大垣北高在校生へ卒業生から「グローバルな場で活躍する意欲づくり」を基本テーマ

にして、６本のビデオメッセージを作成し、北高へ寄贈した。 

(卒年次順・敬称略) 

 

 

 

 

 

 

  

講演者 出身中学 卒年次 所　属 タイトル 時 間
司会・編集

(卒年次)

所　功
揖斐川町
小島中

11  京都産業大学名誉教授
 名 著 に 学 ぶ
 －内村鑑三著『代表的日本人』との出会い－

15'40" 三輪 恒久(20)

川瀬 英司 高田中 20
 元 パナソニック ＦＳ
 ヨーロッパ社 社長

 電機メーカー海外営業マンから
 国際経営戦略マネジメントコンサルタントへ

13'40" 三輪 恒久(20)

澤　祥幸 赤坂中 27
 岐阜市民病院診療局長
 岐阜大学医学部教授

 君が生きたかった時を探して 19'48" 福澤 賢治(27)

三和裕美子 今須中 35  明治大学商学部教授  固定観念からの脱却、そして転職にめぐりあうまで
(前)13'34"
(後)16'52"

大谷 恵里(54)
丹羽　周(53)

古田 善一 高田中 38
 ファーストリテイリング
（ユニクロ）執行役員

 グローバルでチャレンジし続けて感じた
 国境の無いチームワークの大切さ

16'55" 永井 卓哉(38)

清水 達也 東安中 38

石川 雅啓 垂井北中 44

水谷 俊博 大垣南中 46

(前)21'54"
(後)17'52"

 JETRO  世界で活躍する 日本貿易振興機構（JETRO）
石川 雅啓(44)
三輪 恒久(20)
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2) 新卒業生歓迎会の開催 

一昨年からスタートした新卒業生歓迎会は、昨年コロナ禍の影響で中止となりまし

たが、本年はオンラインシステムを利用して、6 月 19 日(土)15 時から開催しました。 

19 年度卒３名、20 年度卒２名、21 年度卒１名を迎え、役員４名が参加し、明治大

学商学部教授の三和裕美子氏(北高 35 回生)に「東京での学生生活に対するアドバイス

と質疑懇談」をテーマに進行をお願いしました。 

 当日、かるた大会県予選開催中にもかかわらず、北高 新校長の鈴木 彰先生が本校

からオンライン参加いただきました。 

※なお、第 43 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 個人戦で優勝しました。 

 

3) 会報の発行 

掲載事業がないため、会報発行を休止しました。 

 

4) 幹事会の開催 

本年は、オンラインシステム(ZOOM ミーティング)を利用して、毎月幹事会を開催

し、事業遂行の打合せを行いました。 

 

5) 総会の開催 

令和２年の総会は、コロナ禍のため対面式の総会・懇親会の開催が困難なため、オン

ライン(ZOOM ミーティング)総会を 10 月 19 日(土)19 時から実施しました。 

会員３名に出席いただき、役員とあわせて 10 名での開催となりました。会員各位に

は、事後報告書をお送りしました。 

 

6) その他 

本年３月、会長の大石アケミ氏(北高 10 回生)が急逝されました。コロナ禍のため弔

問には叶えませんでしたが、供花、弔電をお送りしました。 

 

  



3 
 

②令和２年度会計報告 
 

1) 収支明細 
 

収入の部       支出の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) 監査報告 

令和２年度収支結果について、上記のとおり報告いたします。 

      会計担当  三輪恒久  印 

監査の結果、正確に処理されていることを認めます。 

      監 査   永井卓哉  印 

 
③ 役員改選 (会長選任･幹事追加) 

 

［任期：令和 2 年総会 ～ 令和 4 年総会］ 

＊：新任、（ ）内：北高卒年次 
 

会 長  ＊福澤賢治（27） 

副会長   松岡義明（13）  水谷 進（19）   古田啓昌（35） 

会 計   三輪恒久（20） 

監 査   永井卓哉（38） 

幹 事   清水弘之（13）  清水筧司（17） ＊三和裕美子（35） 

石川雅啓（44）  大河内亮（48）  丹羽 周（53） 

大谷恵里（54） 

 註) 新任は、会長と幹事１名(＊印)で、任期は令和４年総会まで。 

 前年度繰越金 614,146  ホームページ 39,600

 寄付金(所　功氏) 80,000  総会通信費 29,274

 利息 1  コピー用紙 1,957

 大石会長供花 10,725

 弔電 3,465

 同窓会印鑑 1,790

 ZOOMPRO年会費 16,582

 振込手数料 220

 収入合計 694,147  支出合計 103,613

 収支差額(次期繰越金) 590,534

註) 所 功氏の寄付金は、ビデオメッセージ
事業に対して納付いただきました。
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④令和３年度事業計画(案) 
 

1) ビデオメッセージの作成・寄贈 

昨年度に引き続き、卒業生から北高在校生へのビデオメッセージ事業を継続する。 

2) 新卒業生歓迎会の開催 

新卒業生歓迎会事業を、可能であれば対面式にて実施する。 

3) 会報の発行 

会員への情報提供手段として、会報発行を継続する。ただし、要望に応じてデジタ

ル情報での提供を実施する。 

4) 総会の開催 

コロナ禍の状況により対面式の総会・懇親会が困難なため、書面総会を開催する。 

5) 幹事会の開催 

オンライン会議の月１回開催を基本とし、必要に応じて臨時に開催する。 

6)情報発信の充実 

ホームページならびにＳＮＳ活用による情報発信の充実をはかる。 

 
⑤ 会員制度の改定(案) 

 

◇デジタル会員制度の設定 

現在、プリント版会報を会員に送付していますが、若手からデジタル版で情報提供

の要望があり、デジタル会員制度を設定し、希望者にネットで情報配信する。 

 
⑥ 令和３年度予算(案) 

 

収入の部         支出の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

   註) 令和３年度は会費を徴収せず、寄付金を募集する。 

 前年度繰越金 590,534  ホームページ 39,600

 寄付金(目標額) 160,000  ZOOMPRO年会費 16,582

 新卒業生歓迎会(学生分) 25,000

 総会資料 5,000

 会報 10,000

 総会通信費 50,000

 諸費 13,818

 収入合計 750,534  支出合計 160,000

 収支差額(次年度繰越金) 590,534


