
＜愛光学園同窓会＞ 

 

令和２年 7 月 常任理事会 議事録   

 

〇 開催日時 ： 令和２年 7 月 17 日（金） 18：30～ 

〇 開催場所 ： 「なが坂」 二番町店 

〇 出 席 者 ： 別紙 計２３名（ 内 zoom 参加 ３名 ） 

〇 議事録署名人：渡部 竜太郎 理事、竹内 聡 担当教諭 

〇 議事録作成者：森元 志郎 事務局長 

 

 

Ⅰ．会長挨拶（代：宮嶋 筆頭副会長） 

   急遽、越智会長が出張になり欠席となりました。本日は、同窓会総会など、色々協議する 

ことがあります。皆様、活発なご意見を交わして頂きたいと思います。 

宜しくお願いします。 

 

Ⅱ．協議事項 

   １．理事交代  （宮嶋副会長） 

     「京滋の会」代表が小笠原 一誠 氏から 是澤 朗 氏へ交代されたことに伴い 

      新代表 是澤 朗 氏を常任理事に選任した。（越智会長より） 

 

   ２．事業委員会からの報告    （田中事業委員会委員長）                      

      ＊ 同窓会総会・懇親会について 

        第一回事業委員会において 

               (予定) 日時：2020（令和 2）年 10 月 24 日（土） 17：30 ～  

            場所：ANA クラウンプラザホテル松山 ,エメラルドホール 

               ANAクラウンホテルより懇親会プランに関して会場を変更し１卓５名での 

   提案があった。しかし新型コロナの感染状況は予断を許さず本年の 

      同窓会総会、懇親会開催を断念することを常任理事会に提案したい。 

               →（宮嶋副会長、末光相談役） 

          新型コロナウイルス感染の今の状況では、今後秋に向け改善するとは 

思えないので、同窓会総会、懇親会の開催は中止とした方が良いのでは 

ないか。会場のキャンセル、会を中止にする場合「同窓会だより」に中止の 

お知らせと資料を同封する都合上、8月末ぐらいまでの期限はあるが、 

今日の会で結論を出すべきである。 

       ➞  同窓会総会：予定していた会場開催は中止。 

「同窓会だより」に総会中止のお知らせと書面の会務及び会計報告 

を同封する。同窓会 HP上に報告事項掲載。 



        →（渡部剛士理事） 

           同窓会総会に合わせて、多くの同期生を集める期もあるもしれないので 

           総会を中止することを、それぞれの幹事に出来るだけ早く知らせる方が 

良いと思われる。 

        ➞  各期理事にメールにてお知らせすると共に、後ほど Facebook「愛光学園 

          同窓会」ページでも中止のお知らせを投稿する。  

＊ 新入生への同窓会記念品について 

   高 1 E（世界地図）        6月学校再開後に配布済み 

   中 1（ロゴ入りシャープペンシル） 6月学校再開後に配布済み 

＊ 創立 70周年記念事業について 

   寄付金の集まり具合で実施の方向性が変わるかもしれない。 

   （案 1）新キャンパスを使った同窓生向けの「オープンキャンパス」 

            新教室での模擬授業・WEB配信など（2021/10） 

   （案２）文化会館（同窓会寄付物件）のお披露目会（2022-23） 

           同窓生による記念講演など 

  （参考）建設予定スケジュール 

      2019年 12月～2021年 8月  １期工事 新校舎建設 

      2021年 8月         新校舎へ引越し 

      2021年 8月～2023年 3月   ２期工事 既存校舎解体、体育館、 

                    カフェテリア他建設、外構植栽整備他 

      愛光学園創立：1953年 → 創立 70周年記念式典 2022年 10月 

      （現執行部体制 2017/10-2022/9） 

 

 ３．70 周年記念事業寄付特別委員会 （山澤副会長） 

    ＊ 第二回 70 周年記念事業寄付特別委員会の開催、同窓会だよりへの寄稿について 

     ・寄付の現状について、同窓生からの寄付は、だいたい 85,000,000 円ほど 

集まっている。一月前からは 3,000,000 円ぐらいしか増えていないという事で、 

あまり芳しくない状況です。コロナ禍の影響もあり、2 月ぐらいから徐々に 

伸びが止まってきて、なかなか進められていないというのが現状。 

そして 70 周年記念事業寄付特別委員会も予定通りには開催できていない。 

しかし、このような状況の中でも寄付を集めていく方策を考えなければならない 

と思われるので、リモートになるかと思われるが、第二回 70 周年記念事業寄付 

特別委員会を開催したいと思っている。 

・全会員に対する寄付のアピールとしては、各地区・支部総会や同窓会総会を 

考えていたが、ほとんど中止になり、「同窓会だより」だけになる。一般的な 

お願いではなく、もう少し強いアピールが出来るように寄付特別委員会で協議を 

行い、「同窓会だより」に掲載したいと考えている。 

・寄付の内容としてもこれから細かく分析していくが、個人に対して法人の寄付が 



伸びていない状況です。今後、大きな法人にお願いしていきたいと思っているが 

コロナ禍の中、相当厳しいと言えるが、何か良い情報があれば教えていただき 

たいと思っている。 

（越智会長から）8 月中に 70 周年記念事業寄付特別委員会を開催して、目標額 

２億円に向けての対処方針をもう一回、考えなければならないと思う。 

そして「同窓会だより」の中に号外的なものを入れるか、別刷りで同封する 

方向で進めていって欲しい。 

 

 ４．広報委員会からの報告  （小倉副会長）               

      ＊ 同窓会ホームページ管理費用について 

       ・株式会社マジカルサイトから、同窓会ホームページ SSL証明書発行・設置・ 

管理費用（年額）の見積書が届いている。 

30,000(年額費用) - 6,000(値引き) + 2,400(消費税) ＝ 26,400 円 

この見積の承認と、今後年払いしていく上で、金額の変動がない限り、支払い 

していくことへの承認をしていただきたい。  

（西岡理事）５年間前払いでい今以上の割引をお願いできるのか？ 

（小倉副会長）交渉、問い合わせをしてみる。 

➞ 承認 

       ＊「同窓会だより」について 

       ・原稿締め切り：８月末（少しずつ原稿も届いている） 

       ・竹内先生とも相談しながら、新校舎建設や新型コロナの影響など、渡部 竜太郎 

理事と共に７月末をめどに 学校への取材を進めていく予定である。 

              ・「同窓会だより」は、９月末発送予定。同封する文書がある場合、９月半ばには 

印刷しておかなければならない。 

 

   ５．同窓会費納入について  （宮嶋副会長） 

      ＊ 2018年度、2019年度入金種別納入者数・各期別納入率の資料、参照 

      ・ここ数年、年毎に同窓会費の納入者、納入率は上がってきていたのだが、2018年度 

から 2019年度にかけて、納入者で 286名、納入率でも３％下がっている。 

・納入が下がってきている要因として、月別の種別納入者数を見てみると 

 2018年度については、同窓会総会においてコンビニ振込用紙を配布した。 

その効果もあったのか、2018年 10月のコンビニからの振り込みは 860件だった 

が、総会の場で振込用紙を配ったことへのクレームもあり、昨年の総会では 

配らないことにした。そこで、2019年 10月のコンビニ振込は、677件に減って 

いる。他の入金種別を合わせても、1772件から 1587件と 10月のコンビニからの 

振り込みの落ち込みが大きいことから、このコロナの影響はないと思える。 

・今回「同窓会だより」に同窓会費納入用紙と共に新校舎寄付用紙も入れたので 

寄付だけをされた方や勘違いされた方、負担が増え、止めた方もいたのでは 



ないかと思う。 

       ・各期別の納入者数を見てみても、各期それぞれ納入者が減ってきており、期に 

よる大きな差は見られていない。 

     → いずれにせよ納入率は下がってきているので、底上げが必要。 

       皆さんからの提言はありますか。 

      （大西理事）いろいろなＳＮＳの媒体やＥメールで、同期生にお願いをした。 

            効果はあったと思われる。他の期でも広がって欲しい。 

      （亀井相談役）毎年１０月、振込票が送られてきた時は反応するが、時間が経つと 

            失くしてしまいがちなので、３ヶ月毎ぐらいに案内できると良いと 

思う。 → 同窓会ホームページに誘導していくことが必要。 

      （小倉副会長）３月に少しの納入者が多めなのは、どうしてか？ 

          （上松事務）→ 年度末という事と振込票の期限が３月末になっているため 

ではないか。 

      （小倉副会長）冬場から夏にかけて少ないので、絶えず定期的に何らかの案内が 

必要ではないかと思う。 

            → 郵送での再送は、費用が掛かり過ぎるようである。 

    → 現在、Facebook愛光学園同窓会のメンバーが 2,597名なので 

      ここでの案内と各期理事へのお願いの両方で進めましょう。 

      （渡部剛士理事）クレジットであれば毎年自動的に振り込まれ、他の方法だと、 

出かける必要があるので、クレジットにシフトするような案内を 

していった方が良いと思う。 

     （宮嶋副会長）→ 総務委員会でまとめて、皆さんに報告したいと思う。 

 

   ６．事務局から   （森元事務局長） 

      ＊ 全理事会について 

        新型コロナウイルス感染の今の状況では、予定していた第一ホテル松山での 

        開催は難しい。 

→ 愛光学園同窓会「会則」第 17条２により、 

書面・メール・fax のいずれかの方法により理事会決議を行う事とする。 

      ＊ 地区・支部補助金について    

        関東地区、関西支部、中部地区、九州地区、沖縄県支部 ： 6 月 25 日 

        京滋の会 ： 7 月 6 日 

         に最終決定補助額を振り込んだ。 

           ＊ 62期生名簿について 

        例年であれば、新卒業生には、７月「インテルノス 夏号」に同封して発送して 

いたが、今年は「インテルノス 夏号」の発行が９月になることから、62期生 

冊子名簿については、7月 13日 発送した。 

       → 保護者から２件の意見があった。 → 事務局で対応する。 



 

      ７．その他 

      Zoom参加 

      （板坂理事（九州地区代表）） 

       ・仕事の都合上、九州を離れていて、広島の呉の山間部では道路災害などが 

あったが、今回の豪雨災害について九州地区の役員に問い合わせたところ、 

九州地区会員の被害状況としては、久留米の方で一部床下浸水があったぐらいで、 

大きな被害の報告はないようです。 

      （佐川理事） 

・挨拶 

      （野村副会長） 

       ・全理事会について、会場をキャンセルする場合、早めの連絡をして欲しい。 

 

 

 

以上、常任理事会議事録について 議事録署名人が確認致しました。 

 

         議事録署名人  渡部 竜太郎    ［確認日： 2020 年 7 月 21 日］ 

         議事録署名人  竹内  聡      ［確認日： 2020 年 7 月 22 日］ 

 


