
＜愛光学園同窓会＞ 

 

令和４年７月 常任理事会 議事録 

 

〇 開催日時： 令和 4 年 7 月 15 日（金） 19：00～20：05 

〇 開催場所： ZOOM ミーティング  

〇 出 席 者： 別紙 計 21 名 

         〇 司   会 ： 森元 志郎 事務局長 

〇 議事録署名人 ： 唐渡 有 理事、石井 博章 理事 

〇 議事録作成者 ： 森元 志郎 事務局長 

 

 

 Ⅰ．会長挨拶  

    今日の常任理事会はリアルで行おうと計画しており、久しくご無沙汰している皆様とも 

納涼会でお会い出来ると思っておりましたが、このような情勢の中で会場にて大人数で 

集まることは避けた方が良いという事でリモートでの会に変更させていただきました。 

本日はいろいろ協議事項もありますが、特に北海道地区同窓会代表の唐渡様が、新常任 

理事として初めて参加していただいております。北海道地区同窓会は、今週末に第一回 

総会を予定しており、出席させていただきます。皆様、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

Ⅱ．協議事項 

  １．北海道地区同窓会代表の唐渡 有 様（14 期）を 6 月 28 日、会長が常任理事として 

指名し、6 月 29 日にご本人の承諾を得て新常任理事に就任されました。 

（ご挨拶） 

  いろいろな経緯がありまして、北海道地区の同窓会を立ち上げるという事で 

  皆様のご協力を得て、一応形が整ったということで、17 日（日）17 時 30 分 

  から第一回総会を開催致します。北海道地区には、愛光卒業の社会人 50 有余名と 

大学生数名がいるようです。明後日の総会には、その内の 13 名が集まると 

いう事と学校から校長先生始め２名の先生方、同窓会本部からも会長、副会長、 

事務局長の他にも数名来道されるという事ですので、楽しみにしております。 

お天気はあまり良くないかもしれませんが、気を付けておいでください。 

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

    ２．年会費免除について 

            ・2022 年度より、１期から８期生の方々の年会費を免除することは、既に理事会でも 

      承認されています。それに伴い「同窓会だより」に文書を同封します。 

      ・１期から８期生のクレジット申込をして頂いている方々（19名）には、手続き上 

      ８月末を期限として「インテルノス」に同封します。       



       ➞ 来年度以降は、今年度に年会費を納めていただいている方、来年度以降に 

新たに納めていただけた方を慶弔見舞金規程の会費納入者として対応します。 

「インテルノス」送付についても上記に準じます。 

      ・「同窓会だより」への同封文書 

        ➞ 例年通りの文書を、それぞれの同窓生に送付します。 

     ・名簿データ登録の変更があれば連絡をお願いする文書を「同窓会だより」全部に 

      同封する。 

 

  ３．地区総会報告 

    ＊関東地区同窓会総会（西岡代表） 

2022年 6月 25日（土）15時より、アルカディア市ヶ谷（私学会館）で３年振りの 

開催でした。当日の参加者が 195名（内 学生 55名）、学校、同窓会本部からも 

来賓を迎え、飲食は無しにコンパクトにしましたが、久しぶりという事で皆さん 

満足していただけたようです。90分の限られた時間の中で、48期 津野さんの 

ラップパフォーマンスではじまり、宮嶋同窓会副会長の祝辞、新校舎紹介動画に 

続きホアン理事長からお言葉をいただき、28期 長谷川さん(国立感染症研究所)の 

講演、62期 曽我美さんのチェロ演奏とコンテンツ盛りだくさんであっという間に 

時間が流れました。最後は校歌斉唱で来年は飲食ありでの再会を誓ってお開きと 

なりました。飲食の提供は無かったのですが、例年、総会は新入生の歓迎会も兼ね 

ておりますので、当日参加してくれた学生には会場内のレストランで使える食事券 

を渡しました。会計につきましては、９月の理事会で報告いたします。 

7月 16日に幹事会の予定ですので、総会の総括をして、来年に繋げていければと 

思っております。 

     ＊北海道地区同窓会第一回総会 

 日時 2022年 7月 17日（日）17時 30分より 

場所 札幌市内「炉端 レプンカムイ」 

      懇親ゴルフ会 

 日時 2022年 7月 18日（月） 

 場所 北広島ゴルフクラブで開催予定 

（唐渡代表） 

  用意万端という所までいっているかどうか心配ではありますが、最初の試みです 

ので、皆様のご協力を得てつつがなく実行したいと思っております。天気は少し 

怪しいので、せっかくの夏の北海道を皆さんに満喫していただけるかどうか 

分かりませんが、北海道地区会員、学校、同窓会本部、他の地区からの同窓生 

併せて２５名の会になる予定です。新型コロナにも十分注意しながら実施したい 

と思っております。後ほど、当日の様子も皆様にお伝えできればと思っており 

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 



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（80,000 円)  

 ➞ 今回、実際にチケットを手配する中で、直行便が無いこと、会の日程が 

どうしても休日にかかり割高になることで、最低でも 80,000円ほどは 

掛かりそうです。この額を基準に出来るだけ抑える努力をし、上限を 

超える場合には、三役の判断に任せることにします。 

            地区補助金最低保証額  

        北海道地区同窓会は、沖縄県支部と同額の 30,000円とします。 

  

   ４．創立 70周年記念事業について 

     ＊愛光学園校歌、演奏録音について（越智会長） 

      ・以前に報告した時には、会場での演奏、録音は難しくスタジオになるかもしれません 

とのことでしたが、関東地区の皆様から立ち会いたいとのご要望もあり、再度お願い 

しましたら、以下の予定で実施していただけることになりました。 

        日時：2022年 10月 27日（木） 

        会場：荒川区民会館「サンパール荒川」  

        演奏：日本フィルハーモニー交響楽団（弦楽器：２３名、管打楽器：２０名） 

      ・今回、歌は同時に収録することはないだろうという事で、入れておりません、 

       歌については、卒業生やプロの方等、様々な可能性はあると思っております。 

       今後、検討課題として、相談させていただきます。 

       10月 27日の詳細が決まりましたら、皆様にお知らせします。 

     ＊創立 70周年記念イベントスケジュール 

2022 年 7 月 21 日（木） 体育館竣工式（越智会長出席） 

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 

         ➞ 新型コロナウイルス感染の状況によりますが、準備も含め８月末には 

           実施内容について決断する必要があります。 

        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） 

    ・その他 創立 70周年記念事業  

       同窓会総会当日のイベント（現在未定） 

       同窓生向け 文化会館記念イベント「記念講演」等（2022 年 2 月 15 日以降） 

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



同窓生向け 70 周年記念イベント（2023 年 3 月中）（現在未定） 

 

    ５．広報委員会（小倉副会長） 

     ・7 月 21 日の体育館竣工式には「同窓会だより」の記事取材のため出かけます。 

     ・「インテルノス」について 

       46 期の上甲さんに記事を書いていただきました。 

       発行は当初７月半ばという事でしたが、７月の末という事です。 

年会費を納めていただいている同窓生には、８月始めには届くと思います。 

   ・「同窓会だより」について 

発送は 10 月 1 日ですが、編集、封入を含め、9 月中旬がデッドラインです。 

同窓会ゴルフコンペも含め、様々なことは 8 月末には決めていただけたらと 

思っております。 

発行スケジュールに関しましては、例年通りに進んでおります。 

寄稿依頼も各期理事、各地区・支部、他団体の方々には、届いています。 

個人寄稿者については、現在２名の方に引き受けていただいておりますが、 

他にご推薦される方がございましたら、まだ募集中ですので今月いっぱいを 

めどにご連絡下さい。広報委員会も編集に向けて開催予定です。 

 

  ６．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、各地区・支部に連絡し、口座確認の返信があった所から 

振り込みました、すべての地区・支部への振り込みは終了しています。 

     ＊全理事会 日程 

       ９月常任理事会は、9 月 9 日（金） 

       理事会（全理事会）は 9 月 24 日（土）（理事会 後 懇親会） 

       東京第一ホテル松山を会場として予定しています。 

       ・新型コロナの状況で、会の実施内容が変更となることもございます。 

     ＊訃報連絡 

       6/4  元英語科教員 谷後道行先生（たにごみちゆき） 

6/5  元理事長 サトルニノ・ゴンザレス神父様 

           同窓会より香典 10,000 円・弔電・弔花 

6/6  1 期：竹内紀彦様（たけうちのりひこ） 

           同窓会より弔電 

6/14 教職員 ICT 支援員 長谷川陽南さん（はせがわひな）ご尊父 

           同窓会より弔電 

6/24 元英語科教員 加藤登先生（かとうのぼる） 

7/9  元事務長（4 期）瀬川紘一郎様（せがわこういちろう） 

                   同窓会より弔電・弔花 

7/11 1 期：杉野洋二様（すぎのようじ） 



    ７．その他 

    （竹内担当教諭） 

     ・愛媛県でもこのところ新型コロナ感染者が増えてきているようですが、学校の状況 

としましても、生徒の中からぽつぽつ陽性者や濃厚接触者が出てきています。 

      それでも、火曜日からの学期末考査は、全学年揃って実施できております。 

このまま来週以降の特別学習も行える予定にはなっていますが、予断の許さない 

状況です。 

     （末光相談役） 

      ・新型コロナウイルス感染について 

        現状としましては、完全に第七波です。原因としましては、３回目のワクチン 

接種から期間が過ぎて免疫力が弱まったこと、それと若い人達の中でワクチン 

未接種の方々が多いこと、感染力の強いオミクロンの変異株によるものと想像 

出来ます。今後に関しましては、全く見通せません。拡大する可能性の方が高い 

と思います。まだピークを迎えていない現状でまだまだ増えて、下火になって 

いくのは、かなり先になる感じがしております。その中で 10 月のイベントも 

微妙になってきていますので、8 月末には決断しなければならないと思います。 

政府は行動制限はしないと言っておりますが、何とも言えないです。 

ただ、皆さん、ワクチン接種は出来るだけ早くされることをお勧めします。 

      （岡田理事） 

        ８期生で現在カトリックの司祭をやっている 米田彰男君が「寅さんの神学」と 

いう本を８月に出版します。紹介させていただきます。 

     （森元事務局長） 

       今年度の物故会員につきましては、「同窓会だより」の締め切りまでに 

まとめたものを皆さんに確認していただきます。 

     （関西支部石井会長） 

       例年７月に行っておりました総会は中止になりました。12 月の忘年会の時に 

       総会をする予定です。 

     （京滋の会是澤代表） 

       京滋の会も昨年の忘年会以降何も活動できていません。この状況ですが、今年も 

       忘年会は開催したいと思っております。あと、例年夏に行っておりましたゴルフ 

コンペを秋に開催できるよう話し合っております。 

 

 

 

 

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    唐渡 有        ［確認日：令和 4 年 7 月 18 日］ 

            議事録署名人     石井 博章     ［確認日：令和 4 年 7 月 19 日］ 


