2018（H30）年 2 月 21 日

第 53 回

代表幹事会議事録

◇ 日時
2018（H30）年 2 月 21 日（水）午後 6 時 30 分～7 時 45 分
◇ 場所
母校 保護者控室にて
◇ 出席
田中会長以下、51 名参加
◇ 挨拶
田中朝陽同窓会長
新代表幹事 徳永憲彦さん(6 回）
◇母校の動向
◆推薦入試
1 月 26 日・27 日
6.16 倍(昨年 7.56 倍)
男子 9 名、女子 23 名合格
◆選抜入試
2 月 23 日
2.31 倍(昨年 2.11 倍)
655 名 (応募人員、倍率とも都立でトップ)
◆卒業式
3 月 15 日（木)
70 回生
316 名
名簿は組順、氏名かな順 男女混合
◆入学式
4 月 7 日(土)
73 回生
◆瑞宝小綬章叙勲 第 12 代西村文男校長
在職 1987 年 4 月～1990 年 3 月
◆内藤とうがらし 学校で栽培中
朝陽同窓会に協力要請あり
◇報告事項＝100 周年記念事業
○は募金対象事業
○募金
＊募金現況
募金総額 4,431 万円、1,954 件
2 月 7 日現在
＊礼状送付
188 名
1 月 17 日発送
○朝陽奨学金
＊給付状況
種類

2017 年度

予算

2017 年度

学年奨学金

9名

7名

就学援助金

3名

4名

あい基金（旧進学援助金）

3名

3名

15 名

14 名

合計

実績

3/15 給付予定

＊就学援助金 1 名 追加給付 11 月
＊3 年生
学年奨学金 3 名
就学援助金 4 名 受給中 あい基金 3 名？
＊2018 年度はあい基金の枠を拡大する必要性あり
○館山寮の改築
＊門扉の改修は来期に持ち越し
○集いの場創設
＊小規模賃借事務所を 100 周年記念事業準備室として早急に確保したい
・用途 100 周年関連の会合や記念誌資料の保管、同期会幹事会、趣味の会など、
主に、夜間／土日／休日の会合
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・規模 20 人以内／10 坪／坪単価 1.2～1.5 万円
・費用 初期投資 150 万円程度、年間維持費 200 万程度
・場所 新宿高校近辺
・契約 出物があれば素早く手を打ちたい
・予算 4 月に審議する代表幹事会に 2018 年度予算計上
＊同窓会館の確保も諦めず、長い目で初期の目標を達成
・同窓会の伝手を利用し、国や都などの機関へ働きかけ
・資産を有効に利用して欲しいと申し出る同窓生に期待
・「朝陽」などを介し、広く情報を収集
●記念音楽会開催
＊趣旨 ジャンルを超え全朝陽音楽人が参加し、母校創立 100 周年を祝賀
＊会場 「管弦楽＋合唱」の音楽会は新宿文化センターが最有力候補
「軽音楽」はライブハウスなど
＊時期 秋は記念祝賀会があるので、2022 年春の開催となる可能性大
＊参加 個人よりもグループ・団体を中心に
・管弦楽
管弦楽 OBOG 会
・合唱
六声会、朝陽合唱団、音楽部 OBOG 会など、
・軽音楽
小グループ毎に
＊案内 音楽部 OBOG の 350 名を対象に案内を送付済
●100 年誌編纂
＊題名 １００年のあゆみ
＊分冊 「同窓会編」と「学校編」と分冊
＊指向 「読んでもらえる、見てもらえる」100 年史
新宿高校の 100 年を振返り、力強く未来へ羽ばたくメッセージを送る
＊特集 「御苑」、「歌舞伎町」など新宿高校の特色を取り込んだものにする
＊装丁 ハードカバー約 500～600 頁
＊完成 2022 年度
◆ロゴの公募
＊応募作品数
9 組 10 名 20 点（卒業生４組、現役生４組、親子合作１組）
＊採用作品
草川衛さん（18 回生） HCD にて表彰状、パネル、賞金を贈呈
今後とも広く活用
同期会などの案内等にも利用促進
◆ホームカミングデー
＊開催日
2017 年 11 月 18 日（土）
＊参加者数
163 名（内、恩師 22 名）、懇親会 46 名（内、恩師 2 名）
＊アンケート
・楽しめたか？
はい 97%
・歓談できたか？
はい 87%
・プログラム
満足 94%
・同期会の契機に？
なる 69%
ならない 31% 同期が来ていない
＊コメント
・楽しめた!! ありがとう！現役の皆様と交流できて良かった。
・同窓生ということで思い出話ができ、自分の青春を振返ることが出来た
・現役生徒の顔が映る写真の禁止は残念。
・もっと沢山卒業生に参加して欲しい。
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◇報告事項
一般活動
◆支部朝陽会
＊九州支部
＊関西支部
◆戸山新宿交流戦
＊第 9 回ゴルフ
◆第 25 回朝陽クラブ

11 月 18 日（土）
11 月 19 日（日）

田中会長出席

11 月 17 日(金）
通算 1 勝 8 敗
11 月 21 日(火)
クルーズクルーズ新宿
渡辺康隆さん(25 回) 「朝陽山岳会発足 100 周年登山を目指す」
◆特別講義
12 月 8 日(金) 金築誠志さん（15 回）
知的財産について 2～3 年生 20 名対象
◆母校『進路部通信』 毎号１名 同窓会員が寄稿
＊H29.11 酒井邦彦さん(24 回）、H29.12 塚越吾郎さん(29 回）、
H30.1 寺尾和子さん(20 回）、H30.2 橋本祐造さん(48 回）、
H30.3 松井徳子さん(49 回）
◆キャリアガイダンス
2 月 14 日(水） 1 年生対象に 12 名が体験談を講演
＊橋本健一さん(19 回）、根津昭義さん(19 回）、佐藤重和さん(20 回）、
酒井邦彦さん(24 回）、篠原厚子さん(25 回）、中越一統さん(31 回）、
国沢真弓さん(33 回）、細矢 剛さん(34 回）、本間 謙さん(34 回）、濱口 建さん(34 回）
西村雄一さん(43 回）、原田将史さん(48 回）

◇予定
◆第 26 回朝陽クラブ
＊3 月 7 日(水)
クルーズクルーズ新宿
講師 石田貴文さん（26 回）東大理学系生物科学専攻、教授
演題 新宿を出てから狩りの勢子になるまで

人類学

◇議案
2018 年度事業計画
◆役員人事
＊会長／副会長／監事／顧問
・現メンバーに引き続き、再任を依頼
・更に若い世代から候補者を選び、副会長に委嘱
＊幹事長
・候補者を選定し、1 年掛けて引き継ぎ
・引き継ぎ終了次第、代表幹事会と総会の承認を得て幹事長に任命
◆事務局人事
＊事務局長
・候補者を選定し、1 年掛けて引き継ぎ
・引き継ぎ終了次第、幹事長が事務局長に任命
＊事務局員
・本年９月末で 1 名交代の予定
・４月から新事務局員に訓練を開始
◆100 周年記念事業
○は募金対象事業
○第Ⅱ期募金活動
・「募金寄付者一覧表」を作成し、「朝陽 67 号」に同封
・大口寄付者への働きかけ、代表幹事の協力を引続き仰ぎ、また広報活動を通して寄付
金の増額に努力
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・保護者に募金協力要請
・第Ⅲ期募金計画を策定
○朝陽奨学金給付
・就学援助金とあい基金の給付人数を増加
○館山寮改修
・今年度は寄付を行わない
○集いの場創設
・小規模な事務所を賃借し、100 周年記念事業準備室とする
＊記念音楽会開催
・音楽関係者の名簿を作成し、記念音楽会への協力を依頼
・記念音楽会までの日程表を策定
・管弦楽ＯＢＯＧ会、音楽部ＯＢＯＧ会を中心に初年度の活動を開始
＊記念祝賀会開催
・準備委員会を設立し、計画を策定
＊100 年誌編纂
・編集方針を代表幹事会に提出
・編集室発足 資料収集、原稿発注等具体的作業開始
＊活動マップ作成
・朝陽同窓会のすべての活動を網羅したもの
・活動を始めた経緯、目的、今までの実績などを記述
・１００周年誌編纂への基礎データとして提供
＊100 周年記念事業案件の見直し
・７月の代表幹事会で案件の棚卸を実施
・継続すると認めた案件については企画書を作成
＊ホームカミングデー
・今後とも毎年秋の開催とし、会員への周知を徹底
・昨年同様学校側の協力を得、魅力ある企画を策定
・代表幹事、特に卒業後 20 年、30 年、40 年、50 年の回に期待
＊朝陽合唱団
・例年通り、活動への補助金を支給
＊業間体操ＤＶＤ
・同期会での利用促進を図る
＊合唱コンクール課題曲
・例年通り、「合唱コンクール」の課題曲としてひとしお物語を歌う
◆一般活動
今年特に力点を置くもの
＊会費の増収
・「朝陽」67 号に卒業回別納入状況一覧表掲載による意識向上
・7 月の代表幹事会で会費の増加活動への協力を要請
・コンビニ収納用紙や口座振替制度の利用を検討
＊次期名簿の発行
・当初 2019 年発行の予定
2022 年度の発行とし、100 周年記念名簿とする
＊年号表記
・西暦に統一し必要な場合のみ和暦を併記

4

◆一般活動
例年通り実施するもの
＊「朝陽」６７号発行
5月
＊『進路部通信』への寄稿
4 月 毎号１名 同窓会員が寄稿
＊総会
5 月 記念講演 高林さん(20 回)
＊戸山新宿交流戦
・第 10 回囲碁
6月
・第 8 回ブリッジ
6月
・第 10 回ゴルフ
11 月
＊支部朝陽会
・北海道支部
7月
・多摩支部
7月
・宮城支部
8月
・九州支部
10 月
・関西支部
10 月
・ＵＳＡ支部
10 月
・東海支部
6月
・群馬支部総会
11 月
＊朝陽祭出展
9月
＊キャリアガイダンス
2月
＊第 26 回東京校歌祭
10 月
＊朝陽クラブ
7 月、11 月、3 月
◆財団法人朝陽会
＊役員改選
6月
＊館山寮運営
・臨海教室
7～8 月
・一般宿泊
7～8 月 臨海教室前後
＊館山寮改修
9 月 昨年やり残した門扉改修を実施
＊長期計画作成
11 月 東京オリンピックなどに対応
[質疑・意見]
・松野信夫 23 回代表幹事より、小規模賃借事務所借用の件につき以下指摘があった。
①特に夜間・土日における鍵の受け渡しが難しいという問題があるが。
②年間 200 万円のコストは現状の募金で先々賄えるのか。
③町会加入による集会所活用、区役所等の公共施設借用などを含めて検討が必要でないか。
←事務局大池克幸より以下回答した。
①鍵受け渡し、ごみ処理などの難しさは認識している。対策に知恵を絞っていきたい。
②100 周年にあたる 2020 年までの時限的借用なので費用的には問題ない。
③公共施設や貸会議室はリストアップしてホームページに掲載済みで利用実績もある。
町内会加入は別途検討する。
・同じく松野信夫 23 回代表幹事より、多額寄付者に名簿を進呈する件につき、外部の多額
寄付者に進呈した場合は個人情報保護の観点から問題との指摘があった。
←事務局大池克幸より外部の方への進呈は考えていない旨、回答
・清水典郎 中 20 回代表幹事より以下要望、指摘があった
①同窓会報「朝陽」周年記事に卒業 70 周年も寄稿欄を設けて欲しいとの要望があった。
←林編集長より、次号以降検討する旨、回答
②曜日誤記の指摘があり、事務局西出より議事録段階で修正する旨、お詫びと回答
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[議決内容]
承認する。

以上

次回の代表幹事会
＊４月 1１日（水）午後６時３０分～
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