2019.2.吉日
北辰会事務局

２０１9 年北辰会幹事会議案書
一、人事（敬称略）
1、役員の異動
2、幹事の異動

3、事務局員
4、学校人事

（幹事会承認案件）
無し
（報告案件）
退任
新任

21 期
33 期

退任
33 期
新任
32 期
新任
63 期
（報告案件）
新任
63 期
（報告案件）
今のところ届いていません。

池川修治（死去）
久保真澄、中田由美
紀川真知子、滝野保、滝野ひとみ
棚窪時雄
中西遊
千賀茂世

二、会務と会計報告
1、2018 年繰越金は 198 万円です。
2、支出合計額は 255.7 万円です。主な支出は総会関連、文集発行費、会報 2４号発行。幹事会
開催費用。事務所維持費。印刷機のトナー。ＰＣ購入補助などです。
3、2018 年主な活動費と 2019 年活動費について
イ、2018 総会経費
総会経費は 158.5 万円でした。参加者はキャンセル含め 200 名でした。
2014 年の総会経費は 138 万円、参加者は 208 名でした。
ロ、2018 賛助金運動
2018 年賛助金運動では 456 名の方からご協力を頂き、目標を達成致しました。
2016 年賛助金運動では 422 名の方々からご協力を頂きました。
ハ、「北宸Ⅴ」～ほたるに雪に～発行
上下巻 2 冊の 1100 冊発行となりました。
北辰会発行の文集は北辰会ＤＶＤを含め一応完結致しました。
会員皆様の思いを記録に留め後世に伝えることが出来ました。
ニ、ランニングコストの概算見積額
会報を発行して会を維持する最低の年間活動資金は 120 万円が必要です。現在の繰越金で
は２年分の活動が維持できない状況です。2020 年通常の賛助金運動で皆様へ賛助金をお願
いいたします。経費節約に努めます。
三

２０１8 年「北辰会声の便り」と名簿点検結果について
1、1 期∼15 期の 310 名記載者を 8 名で調査し、削除 50 名、変更 18 名を確認しました。
先輩諸氏は施設へ入居される方が増加する傾向にあり連絡が付き難くなっています。

2、2019 年は 16 期まで広げ 390 名の方には 11 名の女性事務局員が「北辰会声の便り」を届け
ています
四、「北辰会ＨＰ」の報告
（事務局報告案件）
1、2018 年 3 月幹事会での報告以降も順調に更新が出来ています。
2、2017 年～2018 年の各月の閲覧状況
閲覧月
2017 年
閲覧者数
2018 年
閲覧者数
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3566

2018 年は、前半は毎月 2000～2500 人の方々が、後半は 2500 人～3000 人の方々からアクセ
スがありました。閲覧者数は徐々に多くなっています。これは北辰会会員の方々からの記事
掲載数が増え、内容が豊富になって来ている事の表れと分析しています。
この閲覧状況を今後も継続できるように、会員皆様のご協力を宜しくお願いします。
3、 「北辰会ＨＰ」への掲載状況
①、2018 年 1 月以降、会員皆様からの投稿記事、写真など 62 本を掲載しました。
②、同期会の状況も情報が届き次第掲載しています。2018 年は掲載順に、18 期、24 期、13 期、
17 期、62 期、32 期、19 期、23 期の開催案内や開催報告を掲載しました。
更に、5 月の総会・懇親会で撮影した各期の写真を掲載しました。
③、同好会では下記を掲載しました。
(1) 13 期 歩 こ う 会 ： 2018 年 度 計 画 書 、 13 期 歩 こ う 会 広 報 誌 “ フ ォ ト ・ プ レ ス ”
129,130,132,133,134 回例会報告。
(2) 途上人 KITANO：金剛山雪中登山(2 月)、夏山例会：乗鞍岳 3000ｍからのご来光を尋ね
る旅(7 月)、高槻ポンポン山(9 月)、2018 年忘年会(12 月)の開催報告。
(3) 山岳同好会：20 期児玉さんの努力により昨年に続き第 2 回山岳同好会懇親会の報告。
④、事務局からも北辰会活動報告を多数掲載しました。
4、 同期会の開催案内や報告などの「北辰会ＨＰ」への掲載について
①、更新は事務局に原稿が届き次第行います。画像の受付も行います。
②、活動紹介等は、1～２枚の写真と２00～３00 字の内容説明文をメール添付などで送付して
頂きましたら事務局にて作成して掲載します。
③、その際、写真はデジタルカメラの電子ファイル(jpg ファイル)で送付して頂くと綺麗に掲
載できます。紙プリント版からでは画質が低下し、せっかくの写真が荒くなります。
④、同期会や行事の開催案内や活動紹介に活用して下さい。
⑤、会員皆様にて作成して頂いた資料はそのまま掲載することができます。掲載時期も早くな
ります。
五、同期会・同好会について
事務局報告
13 期「歩こう会」は 6 回、通算 134 回を数え継続しています。
17 期会 15 名で 10 月 18 日、有馬温泉で宿泊と食事を楽しみました。
18 期会 毎年開催されています。今年は 2 月 11 日に古城前会長新社屋で 25 名参加しました
19 期会 南部会として 10 月 27 日、大阪駅第 3 ビルで 15 名の参加で開催されました。

21 期会
23 期会

同期会とは別に幹事さん中心に小グループの懇親会が開催されています。
ポンコツ会が 11 月 11 日、篠山で宿泊しました。14 名参加致しました。

24 期会

5 月 20 日、十三東ジャンボカラオケで菊井先生を含む 21 名の参加で開催されました。
食料持込みで頑張りました。
29 期 友人たちの小会合が開かれています。
32 期会 11 月 25 日、入学後 50 年で初めての全体同期会が開催されました。先生 3 名を含む
29 名が がんこ十三総本店に集いました。遠路、鹿児島県沖永良部からお世話をして
頂きました。
62 期会 卒業後初めて（15 年）10 月 21 日 十三がんこ総本店で先生 3 名を含む 7 名で開催
されました。
山岳同好会懇親会
期を越えた集まりの 2 回目 10 月 28 日、 がんこ十三総本店にて
佐野哲郎先生を含む 14 期から 24 期まで総数 17 名の参加がありました。3 名初参加で
した。千葉の前田さんの長野ブドウ園へ 3 名行き、ワイン作りを経験しました。関東
の遠方からの参加もありました。
途上人ＫＩＴＡＮＯ
① 金剛山雪中登山(2 月 1 日) 参加者 10 名。
② 夏山第 22 回例会：乗鞍岳：お花畑散策と 3000ｍからのご来光を望む旅(7 月 26 日～
27 日) 16 名。
③ 途上人 超らくちんポンポン山ハイキング(10 月 1 日) 9 名。
④ 2018 年忘年会（12 月 1 日） 18 名。
六、北宸Ⅴについて
（事務局報告案件）
5 月 20 日の北辰会総会に併せて発行しました。上下巻の 2 冊になりました。1100 冊です。
七、幹事会、拡大常任幹事会の開催
幹事会、52 名参加、拡大常任幹事会 3 回開催、総会、文集発行反省会・慰労会 1 回それぞれ
開催されました。北辰会の意思統一を図り懇親を深めています。
八、今後の活動
事務局報告
1、同期会・同好会が出来るだけ長く開催されるように援助致します。
2、北辰会報 25 号を 4 月中旬に発行します。
3、「北辰会 声の便り」を強めます
幹事さん不在、同期会開催出来ない先輩期の方々に伝えます。
4、北辰会ＨＰ」の活用を広げます。多くの会員皆様に勧めて下さい。
5、名簿点検作業 例年通り会報戻り調査を進め、住所録を整備致します。
九、 感謝状贈呈の件、
事務局長の不手際で 14 期増野喬さん、30 期竹本大鶴さんが漏れていました。本当に失礼い
たしました。今回の幹事会で感謝状贈呈致します。
十、 訃報（敬称略） お悔やみ申し上げます。
前副会長 （14 期）松尾善孝さん 2018.9.27
幹事
（21 期） 池川修治さん 2019.1.20

