
第７２回 北星会 総会 
 

※ 書面総会 

 

 

 

 

 

１ 会長挨拶  蓮田 尚 

 

 

２ 校長挨拶  鶴田 勝也 

 

 

３ 議事 

 

第１号議案 令和２年度会務報告・・・・・・・・Ｐ１～２ 

 

第２号議案 令和２年度決算報告・監査報告・・・非掲載 

 

第３号議案 役員改選（案） ・・・・・・・・・Ｐ５ 

 

第４号議案 令和３年度会務計画（案） ・・・・Ｐ１～２ 

 

第５号議案 令和３年度予算（案） ・・・・・・非掲載 

 

その他   全国大会などの補助について・・・・Ｐ８ 

 

 

 

※ 決算・予算に関することは掲載しておりません。質問等ありましたら事務局もし

くは各回生理事にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

長崎県立佐世保北高等学校同窓会 北星会 



第７２回北星会総会 ご挨拶 
 

コロナ禍に振り回された令和３年も、残すところ２箇月あまりになりましたが、北星会

会員の皆様方におかれましては、充実した日々をお送りのことと拝察いたします。 

昨年来、北星会の活動も大きな影響を受けており、総会後の懇親会は２年続け

て開催を見合わせているところです。そのような中、７２回目となります令和３年度総

会の会議だけを８月２７日に予定しましたが、直前に感染が急拡大しまして、８月１９日

には長崎県が緊急事態宣言を出し、８月２７日から佐世保市もまん延防止等重点

措置の対象となり学校への立ち入り制限もなされたことから、総会開催を延期するこ

ととしていました。ここにきて感染が落ち着いたことから、令和２年度決算の監査を１０月

７日に実施できましたが、監査のお二方のご意見もうかがい事務局を担っていただい

ている学校とも相談の上正副会長で協議しまして、第７２回総会につきましては書面

総会とさせていただくこととしました。 

各回生理事及び各支部会長におかれましては、ご理解賜りますようお願い申し上

げますとともに、総会資料を送りますので内容をご確認いただき、可能であれば連絡

がつく会員のご意見なども踏まえていただいた上で、１０月末までに賛否確認のハガ

キを返信していただきますようお願いいたします。 

総会後の懇親会担当として、開催できるかどうか不透明な状況の中２年間にわた

り準備をしていただきました３６回生の皆様には、不完全燃焼になってしまい残念な想

いをお持ちの方もいらっしゃることでしょうが、この場をお借りしましてお労いを申し上げます。

来年８月に予定します第７３回総会後の懇親会につきましては３７回生に担当していた

だくことになりますが、令和元年までと同じように盛大に開催できますことを切に願って

います。 

 

令和３年 10月 

北星会会長 蓮田 尚 



ご あ い さ つ 

 

北星会の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。また、日頃から本

校の教育活動に対しまして、ご理解ご支援を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、昨年以来、コロナ禍で学校の教育活動にも様々な影響が出ています。特

に、今年度は、最大の学校行事である体育祭・文化祭が延期・規模縮小となり、

生徒たちの活躍の場が制限されていることに心を痛めたところです。しかし、生徒たち

は、現実を受け入れながら前を向き、限られた状況の中で、いかに充実したものにで

きるのかと検討を重ね、創意工夫した見事なものに仕上げることができました。苦労した

分、生徒たちの達成感は大きなものになったようで、生徒たちの可能性の大きさを実

感したところです。このように、生徒たちは、苦難を乗り切れる逞しさが育まれつつあり、

これから先行きが見通しにくい未来社会において、自ら考え、創造していく姿勢が身

についていくものと期待しているところです。 

北星会の皆様からは、部活動の上位大会への助成金の支援や給付型奨学金

の支援、さらには、学校の環境整備に係る支援など、生徒たちの頑張りを後押しして

いただき、学ぶ環境作りにご協力いただき、本当に有難く存じます。同窓生の皆様の

母校に寄せる期待と熱い想いは、在校生にもしっかり伝わっていますし、そして、受け

継がれ、今日の佐北の繁栄があることを感じています。本来ならば、総会の場で直接

お会いしてお礼を申すべきところですが、今回は紙面にて述べさせていただきました。

今後とも引き続き、母校に対しまして変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 

結びに、北星会の今後益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念いた

しましてごあいさつといたします。 

 

令和３年１０月 

長崎県立佐世保北中学校・高等学校長  鶴田 勝也 



年 月日 事　　業

7月15日 令和元年度会計監査　　監査、北星会本部役員、事務局

7月16日

第71回北星会総会　兼　第1回理事会（会場：佐世保北高校会議室）
1．令和元年度会務報告　2．令和元年度決算報告・監査報告　3．役員補充（案）　4．令和2年
度会務計画（案）　5．令和2年度予算（案）
【懇親会・ゴルフコンペは実施せず】

11月5日

第2回理事会
1．コロナ禍の在校生への支援について（報告）　2．冷水器の取替え等について（報告）　3．
次年度の総会・懇親会日程について　4．成人祝賀会について　5．その他：全国大会参加補助
制度について、70周年記念誌の71回生への郵送について

1月9日 71回生成人祝賀会（中止）

2月27日 73回生同窓会入会式

3月1日 第73回卒業式

3月23日
第3回理事会
1．全国大会などに出場するときの補助について　2．第72回北星会総会・懇親会について　3．
第35回ゴルフコンペについて　4．その他：73回生への卒業記念品について

10月17日 関西北星会新入会員歓迎会（リモートにて実施）

6月26日 東京北星会総会・歓迎会（リモートにて実施）

中止 関西北星会総会・懇親会

中止 福岡北星会総会・懇親会

中止 福岡北星会若者の集い

中止 熊本北星会総会・懇親会

中止 佐賀北星会総会・懇親会

年 月日 事　　業

10月7日 令和2年度会計監査　　監査、北星会本部役員、事務局

書面発送
10月19日

第72回北星会総会
1．令和2年度会務報告　2．令和2年度決算報告・監査報告　3．役員改選（案）　4．令和3年度
会務計画（案）　5．令和3年度予算（案）
【懇親会・ゴルフコンペは実施せず】

11月
第1回理事会
第73回総会・懇親会などについて（日程・会場などの検討）

中止 72回生成人祝賀会

2月
第2回理事会
第73回総会・懇親会などについて（実施計画の検討）

2月28日 74回生同窓会入会式

3月1日 第74回卒業式

4月
第3回理事会
第73回総会・懇親会などについて（準備状況の確認）

6月
第4回理事会
第73回総会・懇親会などについて（準備状況・チケット販売状況の確認）

7月
第1回理事会
第73回総会・懇親会などについて（実施計画最終確認）

8月 第73回総会・懇親会・ゴルフコンペ

東京北星会歓迎会

東京北星会総会・歓迎会

関西北星会新入会員歓迎会

福岡北星会総会・懇親会

福岡北星会若者の集い

熊本北星会総会・懇親会

佐賀北星会総会・懇親会

令
和
４
年

各
支
部

令和２年度会務報告

令
和
２
年

令
和
３
年

各
支
部

令和３年度会務計画（案）

令
和
３
年

―１―



令和２年度 北星会支援事業 

 

＜募金会計から支出＞ 

１ 「佐北オリジナルノート」を制作し、在校生全員（中高生）に配付 

２ 全九州高等学校１０人制ラグビー大会参加への支援 

３ 教室棟２階の冷水器の取替え 

４ オリンピック日本代表選考陸上競技大会参加への支援（競歩） 

５ 全国高等学校陸上競技大会参加への支援（競歩） 

６ 全国中学校陸上競技大会参加への支援（100m走） 

７ 71回生への７０周年記念誌の送付 

８ 北星会奨学金の給付（３年生９人 １年生１人） 

 

＜一般会計から支出＞ 

１ 全国総合文化祭参加への支援（文芸部・写真部・吟詠剣詩舞） 

２ 卒業記念品（校名入りパスケース） 

 

 

 

 

令和３年度 北星会支援事業（案） 

 

＜募金会計から支出＞ 

１ 全国総合文化祭参加への支援（吟詠剣詩舞） 

２ 北星会奨学金の給付（３年生５人 ２年生 2.5人 １年生 2.5人） 

 

＜一般会計から支出＞ 

１ 全国総合文化祭参加への支援（科学部・美術部・写真部） 

２ 卒業記念品 

【参考：令和２年度＝ﾊﾟｽｹｰｽ、令和元年度＝革製ｶﾊﾞｰ付き USB ﾒﾓﾘｰ】 

 

 

 

 

※ 支援金額については「決算書」及び「全国大会などの補助について」をご参照

ください。 

―２― 



【本部役員】

役職 氏　名 回生

会長 蓮田　尚 ２９

副会長 前川　幸一 ３０

副会長 直江　弘明 ３１

副会長 島浦　誠 ３２

副会長 延原　幸嗣 ３３

監査 澤田　みさ ２７

監査 山口　健二 ３０

事務局長 末松　賢嗣 ３７

書記 中尾　勘治 ３８

参考

役職 氏　名 回生 東京北星会 氏　名 回生

顧問 志久　雄三 ９ 第９代会長 会長 堀口　清澄 ２１

顧問 相良　紘一郎 １２ 第10代会長 副会長 牧瀬　賢二 １９

顧問 竹本　慶三 ２０ 第12代会長 副会長 相馬　一絵 ２０

顧問 牛島　義亮 ２２ 第13代会長 副会長 大藪　冠一 ２１

顧問 田代　博之 ２５ 第14代会長 幹事長 武藤　正典 ２４

顧問 吉村　ひさ子 ２５ 第15代会長 事務局長 小泉　明 ２４

顧問 川尻　章稔 ２７ 第16代会長

顧問 鶴田　勝也 ＊＊ 第22代校長 関西北星会 氏　名 回生

会長 淡田　哲哉 ２５

副会長 藤尾　美里 ２３

事務局長 末竹　勝則 ２７

役職 氏　名 回生

福岡北星会 氏　名 回生

会長 河野　徹 ２０

事務局員 森田　真美子 ３４ 副会長 小島　己代子 ２８

事務局員 沢目　孝一郎 ４１ 事務局代行 下川　辰彦 ２３

事務局員 稲垣　博一 ４１

事務局員 木寺　賢二 ４１ 長崎北星会 氏　名 回生

事務局員 久部　利恵子 ４３ 会長 石橋　和正 ２５

事務局員 飯田　大輔 ４７ 幹事長 貞方　学 ２３

事務局員 小田切　俊幸 ４８

事務局員 井上　清香 ５０ 熊本北星会 氏　名 回生

事務局員 田中　翔太郎 ５６ 会長 吉弘　嘉幸 １５

事務局員 山下　乃子 ５６

事務局員 田中　輝一 ６３ 佐賀北星会 氏　名 回生

事務局員 坂井　滉 ６３ 会長 小笠原　千春 ２３

佐世保市役所北星会

氏　名 回生

会長 西本　眞也 ２７

【支部役員】

北星会　役員改選（案）

備　　　考

再任　第１７代

再任

再任

新任

新任

再任

教員

教員

再任

事務局員

（会計）
今鹿倉　直 ５４

【学校事務局】

【顧問】

－５－



R3.3.23 

全国大会などの補助について 

 

（１）本校生徒会に設置された部活動で、高体連・高文連の主催大会に参加する場合 

一般会計から支出（学校から旅費等の補助がある） 

団体  10万円 

個人   3万円  ※複数参加の場合は上限を 10万円とする。 

 

（２）上記（１）以外の大会に参加する場合（理事会で審議する） 

募金会計から支出（学校から旅費等の補助はない） 

ア．本校生徒会に設置されていない競技や分野で、高体連・高文連が主催する大会に参加する場合 

（例：全国高総文祭吟詠剣詩舞部門に参加する場合など） 

イ．本校生徒会に設置された部に所属し、高体連・高文連の主催ではない大会に参加する場合 

（県や九州での選考を受けていることを条件とする。） 

（例：陸上部員が日本陸連主催のオリンピック選考会に参加する場合など） 

ウ．金額はそれぞれ上限を下記のとおりとし、その都度理事会で確認する。 

団体  10万円 

個人  3万円  ※複数 参加の場合は上限を 10万円とする。 

顧問  3万円 

 

（３）以下の場合は、お祝い金として 1万円を支出する。（団体・個人とも） 

ア．全国大会が中止となった場合 

イ．地元での開催やＷｅｂでの参加など、遠征を伴わない場合 

 

（４）中学生については、その都度理事会で検討する。 

－８－ 


