
＜愛光学園同窓会＞ 

令和３年５月 常任理事会 議事録 

 

〇 開催日時 ： 令和 3年 5月 21日（金） 19：00 ～ 20：00 

〇 開催場所 ： zoomミーティング 

〇 出 席 者 ： 別紙 計１９名 

〇 議事録署名人： 伊藤 篤司 理事、松本 孝基 理事 

〇 議事録作成者： 森元 志郎 事務局長 

 

 

Ⅰ．会長挨拶 

  （宮嶋副会長） 

   新型コロナは、まだまだ衰えず、ワクチンがどうなるか、皆さん興味津々で待たれて 

いると思いますが、やはりどう考えても 今月一杯は制限がこのまま延長されると 

考えられますので、我々のこの会もこういう形が暫く続くのではと思います。 

しかしながら、この会をストップすることは出来ませんので、皆で一致団結、協力しな 

がら、ウェブを通して、この会をどうしていくかというのも真剣に考えていきたいと 

思います。宜しくお願いします。 

 （越智会長）  

   今、宮嶋副会長からも話はありましたが、国の「まん延防止等重点措置」は、２３日 

から解除になるようですが、なにぶん 東京、大阪、広島、岡山などは、大変酷い状態 

ですので、結局また徐々に増えていくのではないかという恐怖心があります。私個人の 

事業も３月からずっと閉めておりまして、愛媛県の「感染対策期」が今月末で解除と 

いう事で６月１日から再開すると決めましたが、たぶんお客さんは来ないのではと思っ 

ております。早くワクチン接種が進むことを心待ちにするばかりです。皆さんの所にも 

いろいろな影響があろうかと思いますし、同窓会もこういう形がずいぶん続いておりま 

すけれども、途切れることなく盛り上げていかなければならないという事ですので、 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 Ⅱ．協議事項 

  １．広報委員会報告 （小倉副会長） 

     本日、 ５月７日に ZOOMによるオンラインで開催しました広報委員会の議事録を 

     送りましたが、議題は二つ、一つは「同窓会だより」をどうするか、もう一つは、 

     「同窓会ホームページ」への各期の SNSをどうするかという事でした。 

「同窓会だより」について 

〇年一回の大事な情報共有の場であり、総会開催の案内、新校舎建設寄附のお願いなど 

連絡事項多く、例年通り 9月初旬発行に向けて作業開始する方向を確認しました。 



〇コロナの影響で各期・支部などからの寄稿が少ないことが見込まれるため、企画性を 

打ち出し、愛媛新聞・渡部竜太郎君中心に今夏完成予定の新校舎紹介等特集ページを 

組むこととしました。 

（特集案） 

・新校舎紹介 

・それぞれの旧校舎毎について OB・OGによる座談会 

・学園校長・生徒らへのインタビュー 

・各期・各支部からの寄稿については、少しハードルを下げて、特筆すべき方の 

活躍の紹介などがあっても良いです。 

〇HPへの期別・グループ別 SNSアップ募集をかけるため、各期理事への依頼文章を 

同窓会だより寄稿と併せて、例年より 1か月ほど早く 5月中の郵送を目指す。 

締め切りは例年通り、お盆明けぐらいとします。 

・準支部登録の案内を同封する。    

    「同窓会ホームページ」について 

     〇各期の Facebook、ホームページは問題なく紹介して誘導できると思います。 

LINEはセキュリティー上、危ういという事になり、LINEグループが存在している 

ことだけを知らせるマークを付けることにします。 

 

＊インテルノス夏号は例年の夏休み開始時期を見送り、昨年同様に発行時期が遅れる見通し 

同窓会だより含めて寄稿者を広報委員会でリストアップ中です。 

 

  ２．事業委員会から 

    ・７０周年記念事業寄付特別委員会報告 （山澤副会長） 

      2021年 5月 18日 現在の状況 

【個人】90,847,477 円 

【法人】18,850,000 円 

 合計 109,697,477 円 

・４月から 50万円弱しか増えていない状況です。 

 年度明けスタートダッシュという事で、４月から積極的な寄付活動を考えて 

おりましたが、皆様、公私共に酷い状況で寄付どころではないというのが 

本音ではないかと思います。私も崖っぷちの月日で申し訳なく思っております 

     （西岡理事） 

       山澤副会長から報告頂いた寄付の金額は、同窓生のみですか？ 

愛光学園ホームページでは 170,000,000円近くの寄付が集まっているようですが。 

     （山澤副会長） 

       前々から学校側に申し入れている所ですが、いまだに同額の全体寄付額が、一般と 

       同窓会に記されています。 

       先ほど報告いたしました額は、同窓生のみの金額です。 



    ・事業委員会報告  （田中委員長） 

     入学御祝（4月 8日入学式） 

66期高ⅠE（43名）世界地図配布 

69期中 1生（209名）シャープペンシル配布 

   

３．事務局から 

  ・２０２１年 各地区・支部補助金について 

補助金は、毎年 5月に締めて、6月中旬に各支部へ補助金振込をしていました。 

５月１１日現在での補助金計算表による補助金を算出したところ資料のように 

なっております。 

今回は昨年度、各地区の総会が開催されていないので、地区総会補助（学生出席者 

数による補助金分配）は入れていません。（関東はリモート総会がありましたが、 

他の地区同様、学生数は無しにしています。） 

京滋の会は総会中止の案内を発送したため、通信費立替金が発生しています。 

他の地区は通信費立替金はなしです。 

関東地区、関西支部、九州地区は、地区活動資金部分の計算額になりそうです。 

（５月末締めのため少し数字が変わりますが、最低保証額を上回る予想） 

京滋の会、中部地区は 10万、沖縄県支部は 3万の最低保証額の予定です。 

        （西岡 関東地区代表） 

          従来の規程通りという事ですね、地区総会も従来の形では開けていません 

ので、特に異論はございません。 

     （是澤 京滋の会代表） 

       地区総会が開けていない状況で、例年通りの額になるという事ですので、 

十分です。 

  ・メール稟議結果報告 

    「準支部規程」メール再稟議結果：承認   ４月２日～４月８日 

      送付総数     ８０通   

      返信 意思表示数  ４３通  

            承認数      ４３通 

      ・LINEグループを立ち上げ 

           若い年齢層の各期理事の皆さんにも参加しやすいようにメール連絡だけでなく 

      広く使われていると思われる LINEアプリを使った LINEグループを 

      立ち上げることとし、皆さんに参加案内を送りました。 

      4月 17日(土) LINE招待 送信 （各期理事）（常任理事会メンバー） 

       LINEグループ「愛光学園同窓会 常任理事会」 立ち上げ 

「常任理事会」 ３７名 中  参加 ２６名 

       LINEグループ「愛光学園同窓会 理事会」   立ち上げ 

            「理事会」 各期理事 ６２名 中  参加 １８名 



（内 １２名 常任理事 兼任）各期理事だけに参加 ６名 

        （井出理事） 

       LINEグループに参加してくれた各期理事の内訳として、狙い通り若い層の 

       ウエイトが高いのでしょうか。 

（森元事務局長） 

残念ながら 50期以降の若い層の参加表明はありませんでした。 

一桁期の方の参加も１名だけでした。 

        （宮嶋副会長） 

          若い期の理事の選出自体問題あるようで、卒業時たまたま愛媛に居るという 

          ことで選ばれ、大学卒業後、愛媛を離れたり、同期をまとめる人柄でも 

          なかったりしている方もいるようです。 

        （井出理事） 

          学園卒業時、その期の理事の選出はどのようになっていますか？ 

          先生が選んでいるのでしょうか。 

        （竹内担当教諭） 

          愛媛に住んでいるほうが良いだろうという事で愛媛大学医学部に進学した 

生徒の中から、一番面倒見が良く、まとめられると思われる人をその期の 

学年主任、担任に相談し、推薦してもらい 電話連絡を取って理事を 

お願いしています。 

        （西岡理事） 

          LINEグループに関して、個人的に連絡してグループに参加案内は 

出来ますね。分かる方へ連絡して、参加案内を試みてみます。 

 

    ・関東地区から （西岡関東地区代表） 

      関東地区では、奇数月の第三土曜日に定例幹事会を開き、活動の基盤としてきまし 

たが、ずうっと出来ていませんし、これからも厳しいかなと思っています。 

ワクチン接種が進み、リアルに集まれる日が早く来ることを願っています。 

 昨年６月の地区総会は中止、延期という形で、学校、同窓会本部のご協力も得、

１２月にリモートで行いました。今年も同じ様な形では面白みもありませんので、 

      先週リモートで行われた関東地区幹事会で 

「６２期・６３期の皆さんのリモートでの歓迎会」をする事にしました。 

       イベント名 ： 愛光学園関東地区同窓会新入生歓迎会(リモート開催) 

内 容   ： 関東地区に進学された６２，６３期の皆さんと関東地区同窓会 

              幹事数名とのリモート(zoom meeting)での顔合わせを行い 

              関東地区同窓会の活動内容について説明し、学生支援に対して 

              意見交換を行う 

日  時   ： ６月２６日１９時より  ３０〜６０分の予定 

              依頼事項   ： ６３期クラス幹事の方の推薦と各人の連絡先の情報提供 



              可能であれば６３期担任の先生も何方か参加願えれば幸いです 

             （ 63期 関東地区幹事の方、１名が決まり、連絡しています ） 

             ＊２月と１０月に行っていました「就活サロン」について 

        １０月に緊急事態宣言等が無い状況であれば、開催したいと思っております。 

       ＊８月の東京大学オープンキャンパスは、まだ分からない状況です。 

       ＊例年であれば、１０月に来られている中学３年生の東京への修学旅行を兼ねた 

研修旅行はどうなっていますか。 

       （竹内担当教諭） 

         今のところは出来ないだろうという事で、別の事を考え始めているようです。 

       （西岡代表） 

         昨年も東京へは行けないという事で、リモートで行いました。 

 

    ・関西支部から 

      関西支部及び関西愛光医歯会は、新型コロナウイルス感染症流行の影響に鑑み、 

本年７月３日(土)に開催を予定していた令和３年総会を延期し本年１２月４日(土)の 

支部忘年会と同時に開催することと致しました。なお、この計画を遂行できるか 

どうかにつきましては、１０月２日㈯の幹事会において判断する予定です。 

【今後の予定】 

①  5月 15日（土） 幹事会中止 

②  7月 3 日（土） 総会中止、落語会中止 

③ 10月 2日（土） 15 時：幹事会開催（上記①の中止・延期分） 

※ 9月 6日（月）の週に、幹事会の開催の可否について判断 

④ 12月 4日（土） 総会と忘年会開催、医歯会主催の講演会開催 

※ 10月 2日（土）の幹事会において、総会等の開催の可否について最終判断 

⑤ 5 月及び 9 月の三水会は中止とする。 

※ 10月 2日（土）の幹事会において、11 月以降の三水会の開催の可否に 

ついて最終判断 

 

・総務の部屋の卒業アルバム処理について 

「卒業アルバム」は、同窓会ではなく 学校側に属しているため、 

その処理については、学校に任せる事にしました。 

・ 各期理事について 

52期 理事変更：三谷尚輝様から服部一生様へ変更 

  

 ・今後の常任理事会開催場所について 

   現状、コロナの影響で校内には入ることは出来ません。また４月から働き方改革の 

   政策により、色々規定が変わり、午後６時までしか校舎に残れなくなりました。 

   という事で、現在の校舎で常任理事会を開くことは、無理だと思います。 



新しい校舎では学校が閉まる時間（5：45）で守衛室も無人になり午後６時には、 

電子ロックが掛かります。学校長から新校舎が全て完成するまで２年間は学校を 

使うのは難しいとの回答と２年後、全て完成した後で、文化会館等、本館以外を 

使うことは可能かもしれませんが、詳細は分からないです。 

  ➞ ２年間は、常任理事会は外部で行うこととする。 

    ２年後、本校舎以外は申請を出して認められれば６時以降も使えると思います。 

 

    ・６月に入ったら、６３期生へ名簿データ登録調査票の発送（冊子名簿作成はなし・ 

同窓会名簿データ登録用）を進めていきます。 

 

 ４．その他    

  （末光相談役） 

   ・新型コロナワクチンについてですが、先ほど西岡理事から全員のワクチン接種が 

終わらないと関東地区でのリアルな会議は開けにくいという話がありましたが、 

これは松山でも同じで、一応、７月末で７５歳以上の高齢者が終わる予定です。 

その後、基礎疾患のある人で、それから一般の人になりますので、一般接種は 

９月ぐらいからになると思われ、相当な人数ですから、接種が終わるのは、 

１０月、１１月になりそうです。そうなりますと、１０月の同窓会総会、 

他同窓会関連の会合も年内は難しいのではないかと考えています。 

こういったことは予想して、準備を考えていた方が良いと思います。 

      ➞ 事業委員会等で協議を進めることとする。 

     （是澤京滋の会代表） 

      ・幹事が集まれていない状況ですので、今後の予定は全くたっておりません。 

     （野村副会長） 

      ・「準支部規程」について、先日承認され、同窓会ホームページに「準支部申請 

フォーム」もアップされていますが、申請はされてきていますか？ 

目論見としては、今年の「同窓会だより」には、申請があり認定した準支部を 

紹介したいと思っておりました。 

  ➞ 事務局、ホームページ担当の小倉副会長の所にも申請は届いていません。 

       「同窓会だより」の原稿依頼は、過去に投稿のあった準支部的な集まりの代表の方 

に送っています。今まで原稿をいただいていないあつまりについては、自薦他薦で 

教えてもらわないと分からない状態です。実績のあった集まりについては、 

原稿依頼の時に、準支部申請のお願い案内をする事とする。 

 

（西岡理事） 

新型コロナの影響で、ワクチン接種がある程度行き渡らないと、同窓生の皆さんと 

集まれることは出来ないようです。年内には難しいような状況ですので、年が明け 

て「新年の集まり」等のようなものが出来ればと思いますが、いかがでしょう。 



     （山澤事業委員会担当副会長） 

同窓会総会とは違う形での会合を開催することは出来ると思います。新型コロナの 

状況を見ながら、どのタイミングでどのぐらいの規模で開くことができるかは、 

まだ流動的だと思っています。良い提案をいただきましたので、田中委員長とも 

相談しながら協議していきたいと思います。 

 

 

（越智会長） 

     ご審議ありがとうございました。 

     先ほど、末光相談役から、新型コロナウイルス感染、ワクチンについてのお話がござい 

ましたが、この秋の同窓会総会が開けるのかどうかという大きな問題があります。 

会合を開いての大丈夫なワクチン接種率等の数字は、確定されていない中、それなりの 

割合になるには年内いっぱいかかりそうですので、微妙な状況だと思っております。 

もう一つ、若い年齢層の各期理事の方々の同窓会への参加について、同窓会の意味合い 

からして、どうしてもそういう傾向が出るのは仕方のない事だと思いますが、その中で 

若い人が同窓会に入るメリットや興味を抱くことを考えていくと改善されるかと思って 

おります。西岡代表の関東地区では、これまでも就活サロンやその他の活動で、現役の 

学生の方々に対するいろいろなアピールやサービス、ケアをされてきています。 

こういうことを同窓会として、全同窓生に拡大する形で広く現役学生をケアし、それが 

同窓会への参加気運を高めていくことも出来るのではないでしょうか。 

（西岡代表） 

就活サロンについては、関東地区で行ってきていますが、昨年などは、同期の世話役 

の案内で波の地域からの参加もありました。コロナ禍の影響で学生の皆さんには、 

離れた所からもリモートによる参加は抵抗なく効果的に出来ると思います。 

（越智会長） 

  関東地区は、先行事例として素晴らしい成果もあげられていますので、これから 

もう少し本部としても勉強していきたいと思っております。それから、新校舎の寄付の 

方も、来年３月を区切りにしようという事で、目標を定めておりますが、十分な活動が 

出来ていない状況です。昨年は「同窓会だより」等のアピールで成果も出ています。 

その辺を視野に入れ、近い内に対策を練るような会合を開けたらと思っております 

ので、よろしくお願い致します。こんな情勢下ですが心だけは折れないようにしたいと 

考えます。皆さんも大変でしょうが、日常 頑張っていただきたいと思います 

 

 

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    伊藤  篤司     ［確認日：令和３年 ５月２８日］       

議事録署名人    松本  孝基     ［確認日：令和３年 ５月２８日］ 


