
＜愛光学園同窓会＞ 

 

令和４年５月 常任理事会 議事録 

 

〇 開催日時： 令和 4 年 5 月 20 日（金） 19：00 ～ 20：10 

〇 開催場所： 東京第一ホテル松山、ZOOM ミーティング  

〇 出 席 者： 別紙  

 

 

 Ⅰ．会長挨拶  

     皆様、久しぶりのリアルな会でございます。新型コロナ感染陽性者の数について、 

数字的には落ち着いておりませんが、人の動きはずいぶん活発になってきたなと感じて 

おります。こちらのホテルの催し物掲示板もずいぶん増えてきております。同窓会も 

これから活性化していこうと思います。今日は後ほど審議していただきますが、北海道 

地区同窓会が、設立の運びとなっております。これで同窓会も北は北海道から南は沖縄 

まで、全国に揃ったかなということで、初めての地区総会には私も出席させて頂こうと 

思っております。また先日お話のあった愛媛新聞朝刊での創立 70周年記念の記事掲載 

について、皆さんの方から同窓会としても各地区・支部の名前も入れたらどうかという 

意見も頂いておりましたが、当初２面の予定でした紙面が１面となって、なるべく文字 

を少なくしたいという事から、他の団体との流れで愛光学園同窓会だけになってしまい 

ました。本格的な 70周年の活動は来年になってからですが、同窓会の記念事業に 

ついても協議していきたいと思っております、皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

Ⅱ．協議事項 

  １．同窓会役員任期について 

     前回の常任理事会でも承認された内容ですが、前回はリモートのみで参加人数も 

少なかったこともあり、再確認の上、理事会の皆さんにメール稟議することと 

致します。 

今回の会則変更については、当期５年の任期を一定期間伸ばします。 

それが終了したなら、その後、新しい役員が５年の任期を全うするという解釈です。 

 

     愛光学園同窓会「会則」 

（役員）第６条 （青字を追加） 

２ 会長の任期は、選任後５年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する 

定時総会終了時までとする。なお、理事会の承認を得て、一定期間延長することが 

できる。 

    ＊ 今回は、任期を一年間延長することとします。 

 



    ２．同窓会総会における承認について  

     （総会の任務）に関しましても、上記の（役員）の項目同様、前回の常任理事会で 

承認された内容ですが、再確認の上、理事会の皆さんにメール稟議することと 

致します。 

      （総会の任務）第 11 条 （青字を追加）（赤字を削除） 

総会において、会務を報告、（及び）会計を（報告・）承認し、本会の目的達成上 

必要な重要事項を審議する。総会の議事は、出席正会員の過半数で決議する。 

 

  ３．関東地区同窓会総会 

    ＊関東地区同窓会総会が、以下の内容で開催予定ですので報告しておきます。 

日時 2022年 6月 25日（土曜）15時より 

場所 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

形態 会場内完全マスク着用 

        飲食の提供は一切なし 

        着座（シアター形式） 

      来賓 学校：ホアン・ベルモンテ理事長、 

竹内聡先生(25期・数学科) 、上木裕先生(理科) 

同窓会： 越智陽一 会長(19期) 宮嶋嘉則 副会長(19期) 

       総会案内葉書は、関東地区からの依頼により 2022年 5月 17日に発送しました。 

 

      ＊北海道支部について 

北海道支部設立 立ち上げ会  令和 4年 3月 20日 

 末光相談役、野村副会長出席 

北海道支部  第１回役員会  令和４年 4月 28日 

・会則の作成と第１回総会の日程について議事 

１．名称 北海道地区同窓会 

２．役員 代 表   唐渡 有（14期）  

副代表   小笠原 一誠（15期） 

副代表   正木 利行（21期）  

       幹事・監事 佐川 公章（37期） 

３．総会の日程 

     2022年 7月 17日（日曜）札幌市内にて 

     2022年 7月 18日（月曜）ゴルフコンペを開催予定 

愛光学園同窓会支部規程 

第 3条支部は、都道府県単位以上の地域であることを基準とする。 

2 支部設立の際は既存支部と地域の重複がないように努めなければならない。 

3 支部設立の際は、名称を本部と協議し定める。 

第 4条支部の設樅は、会則第 3条に定める会員が、原則として 30名以上を要する 

ものとする。  



第 5条支部の設立は、第 3条 3 により定めた支部名、支部長名、役員名、会員数、 

支部規則等を本部に提出し、常任理事会で審議の上、理事会の承認をうける 

ものとする。 

 

＊3月 7日時点で北海道在住の同窓生（会員）は 55名です。 

  （会費納入者は、まだ 19名ですので会費納入の向上に努めていただきたい） 

＊北海道地区同窓会会則第 10条で、会計年度が、4月 1日から 3月 31日になって 

いますが、同窓会本部や関東地区が 9月 1日から 8月 31日になっていることから 

それに合わせることは出来るかどうか、という意見もありました。 

＊上記支部規程により、北海道地区同窓会設立について審議したところ、異論は 

ありませんでした。 

今後、メール稟議にて理事会の承認を得る手続きに入らせていただきます。  

     ＊広島東部地区が 6月 11日に会合を開きますと連絡がありました。中国地方を含め 

      広島での支部の設立を強く推しています。 

 

北海道地区同窓会の設立に伴い以下の通り旅費規程に追加します。 

旅費規程 

第５条 旅費は次のとおりとする。 

（２）航空運賃については極力割引料金を利用する。但し、松山から主要空港への 

往復料金については、原則としてそれぞれ次の金額を上限とする。 

東京(40,000 円)、名古屋(35,000 円)、大阪(30,000 円)、福岡(40,000 円)、 

沖縄 (40,000 円)、札幌（60,000 円)  

          地区補助金最低保証額も以下にように設定します。 

        北海道地区同窓会：30,000円 

 

   ４．創立 70周年記念事業について 

      ・創立 70 周年記念事業寄付について 

        4 月 5 日(火) 15:00 から同窓会からの４千万円寄付目録の贈呈式を行いました。 

そして、学校から感謝状を頂きました。 同窓会からの参加者は、越智会長、 

宮嶋副会長、小倉副会長、山澤副会長、森元事務局長の５名でした。 

   



      ・創立 70周年記念イベントスケジュール変更 

        様々な影響により前回イベントスケジュールが以下のように変更されています。 

        これ以上それほど遅れることはないだろうと考えられます。 

2022 年 7 月 21 日（木） 体育館竣工式 

2022 年 10 月 22 日（土） 同窓会総会、懇親会、昼：校舎見学 予定 

10 月 23 日（日） 同窓会ゴルフコンペ 

         2022 年 11 月 1 日（火） カフェテリア オープニングイベント 

2023 年 2 月 15 日（水） 文化会館竣工式（生徒・来賓） 

                 2023 年 2 月 28 日（火）  創立 70周年記念式典（生徒・来賓） 

  校歌発表（同窓会から）（予定） 

     ・愛媛新聞での創立 70 周年記念紙面について 

              2022 年 5 月 14 日（土） 創立 70周年記念の記事掲載（愛媛新聞朝刊） 

        愛光学園創立 70周年記念広告掲載料：200,000円（同窓会分） 

     ・その他 創立 70周年記念事業  

＊校歌の作成 

  前回報告していた状況からの進捗はございません。 

       ＊同窓会総会当日のイベント 2022 年 10 月 22 日（土） 

昼間（おそらく土曜日の午後）に新校舎見学を予定しております。 

県外から参加予定の同窓生に新校舎見学ができますので早めに来て下さいと 

お知らせしたほうが良いと思います。 

夜は ANA クラウンプラザホテル松山で同窓会総会、その後、懇親会を開催 

します。総会での特別講演、会費については、今後協議していきます。 

        ＊同窓会ゴルフコンペについて 2022年 10 月 23 日（日） 

北条カントリークラブにて、２０組の予約を入れています。 

８月の半ばぐらいから募集をかける予定です。 

       ＊同窓生向け 文化会館記念イベント「記念講演」等（2023 年 2 月 15 日以降） 

         同窓生への「記念講演」等だけでなく、現役生向けに一流のアーティストに 

よるサプライズ的なイベントも検討中です。 

        ＊寄付者向け 70 周年記念イベント（2023 年 3 月中） 

 学校側の主体で計画されます。 

＊同窓生向け 70 周年記念イベント（2023 年 3 月中） 

 学校側の主体で計画されます。 

 

    ５．事業委員会 

・創立 70 周年記念事業寄付について 

  現状の寄付額について担当副会長から報告がありました。 

  目標額に向けてもう少し頑張る必要があります。 

  ６．広報委員会 

     ・「インテルノス」春号 送付済み 



     ・「インテルノス」秋号 担当の先生が変わりました。ここ最近は、７月発刊では 

なくて９月になり、郵送代節約もあり、「同窓会だより」に同封しています。 

まだ連絡はありません。 

   ・「同窓会だより」 

     今年は重要な年でもあります。10 月 始めの発送に向けて、6 月あたりから 

     広報委員会を開催し、動き出します。 

７．総務委員会 

  ・年会費免除について 

    免除対象者への説明文書を提示しました。 

同時に免除対象となる１期生から８期生までの納入状況の表も提示しました。 

一定額、会費収入が減ることから、各期において、会費納入者を増やしていく 

努力が必要だと思います。  

クレジット申し込みについて、継続課金の中止は、事務局で対応できます。 

「インテルノス」の同封については、今後協議していくこととする。 

  8．事務局から 

・各地区補助金振込について 

毎年 5 月末で締めて、6 月中に振込しています。 

5 月 18 日現在の補助額の表を提示しました。 

・ 64 期理事が決まりました。 

64 期：俊野絢子さん（愛媛大学医学部）です。 

・ 64 期生（今年 3 月卒業生）への名簿調査のハガキ発送（毎年 6 月頃発送） 

昨年から冊子名簿の作成はせず、調査用ハガキを郵送し、名簿登録のみを 

しています。 

  ９．その他 

     ・2022（令和４）年度の大学別合格者数（国公立・私立大学の最終確定数） 

       担当教諭から、解説、説明がありました。関西を目指す生徒が増えています。 

     ・Facebook「愛光学園同窓会」ページの新規登録者について 

       最近増えていませんが、申請時の審査についてはその都度事務局で対応します。 

     ・冊子名簿は発行しないことは決めていますが、会員管理は必要だと思います。 

各同窓生の動向調査をするべきではないでしょうか。 

      次の会で協議することにします。 

 

 

 

 

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    岡田 浩治      ［確認日：令和 4 年 5 月 22 日］ 

            議事録署名人     大西 誠      ［確認日：令和 4 年 5 月 22 日］ 


