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松本県ヶ丘高等学校 創立 100 周年記念事業の取組み(案) 

2022 年 8 月 27 日 

縣陵東京同窓会 

100 周年委員会 

委員長 太田稔 

 母校松本県ヶ丘高等学校の創立 100 周年記念事業にあたり、縣陵東京同窓会として、松本

を中心に展開する記念事業全体の推進を支援するとともに、東京に暮らす同窓生の祝賀機運

を高められるような活動を展開することとしたい。 

 

〇.縣陵東京同窓会が取組む記念事業と概要 

 

1.記念事業全体の推進支援 

・寄付金募金活動について東京同窓会員に引続き協力を呼び掛ける 

・本部の募金活動に対して東京同窓会として 20 万円の寄付金を贈呈する 

・松本会場の祝賀会参加の動員要請など東京同窓会への依頼事項を推進する 

 

2.母校へ寄付金を贈呈 

・在校生が有効に活用できるように東京同窓会から 50 万円の寄付金を贈呈する 

・贈呈は松本会場にて、東京同窓会長から学校長へ贈呈する 

 

3.東京の記念式典・祝賀会の開催 

・東京に暮らす同窓生の 100 周年祝賀機運を高め共有することを目的とする 

・式典・祝賀会は会場(日本教育会館喜山倶楽部)を設けて一堂に会して行う 

・開催期日 2023 年 9 月 30 日㈯ 10:00 受付、10:30 式典、12:00 祝賀会 

・式典のメインとして「山崎貴・映画監督の記念講演」をオンライン聴講する 

・祝賀会では東京同窓会のこれまでの総会・懇親会のスライドショーを上映したい 

・参加者には 100 周年記念グッズを進呈したい(100 周年記念ロゴ入りペンなど) 

・記念式典・祝賀会の記録を作成しホームページに掲載する 

 

4.縣陵東京同窓会ホームページサイトの活性化と「会報あがた」全号の掲載 

・100 周年を機に縣陵東京同窓会ホームページサイトを活性化し、記録媒体としての

活用化を推進する。 

・「会報あがた縮刷版」に代わる「会報あがた」第 1～45 号の全号をホームページ内に 

編集掲載する。 

 

5.その他 

・母校松本県ヶ丘高等学校の創立 100 周年記念事業にあたっては、縣陵東京同窓会の

役員相互に情報交換に努め、代表幹事会にて進捗状況等を確認していく 

・東京同窓会としての活動については、今後具体化が見込まれる松本本部のイベント

等も参考に展開するほか、会員のアイデアや意向を柔軟に取り入れていきたい 
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〇.記念事業の実行計画と役割分担 

記念事業項目 実施内容 担当委員会 

記念事業全体の

推進支援 

・新たに会長名で 2023 年 9 月 30 日㈯100 周年記

念式典・祝賀会開催のお知らせと募金の協力のお

願い文を作成しホームページに掲載する 

・来年の総会・懇親会の案内時(2023 年 4 月頃)に、

更なる募金のお願い文を作成する 

100 年委員会 

総務委員会 

総会指導委員会 

6年委員会 

事務局 

・来年の総会・懇親会の案内時(2023 年 4 月頃)の

アンケートに、9月 30 日の松本会場・東京会場の

開催を案内し返信から参加希望の概要を把握する 

 

・高45回の松本と東京の実行委員会の皆さんと情

報交換して共有する 

高45回実行委員会 

高46回実行委員会 

母校へ寄付金の

贈呈 

・松本の式典等にて、東京同窓会長から学校長に

寄付金を贈呈する場面を式次第に入れてもらう 

100 年委員会 

総務委員会 

会長・副会長 

記念式典・祝賀

会場の予約等 

・日本教育会館喜山倶楽部を会場として、会場作

り、飲食内容などについて交渉する 

 

総会指導委員会 

100 年委員会 

総務委員会 

・式典で「山崎貴・映画監督の記念講演」をオン

ラインで聴講できるように準備をする 

・式典・祝賀会の記念写真を撮影する 

・東京同窓会のこれまでの総会・懇親会のスライ

ドショーを検討する 

・記念式典・祝賀会の記録を作成しホームページ

に掲載する 

広報委員会 

HP 管理委員会 

100 年委員会 

総務委員会 

・受付にて参加費を徴収し記念品を渡す 

・司会進行する 

縣陵レディース 

100 年委員会 

総務委員会 

・縣陵東京同窓会の 100 周年記念グッズを選考し

購入する(100 周年記念ロゴ入りペンなど) 

100 年委員会 

総務委員会 

・2023 年 8 月、9月 30 日㈯の松本会場・東京会場

の記念式典・祝賀会を案内し、それぞれの参加を

募り最終的な参加者を確認する 

100 年委員会 

総務委員会 

事務局 

ホームページの

活性化の推進 

・縣陵東京同窓会ホームページのサイトの活性化

の具体的検討を図る。 

広報委員会 

HP 管理委員会 

・「会報あがた」第 1～45 号と今後の全号をホーム

ページ内で閲覧化できる為の費用等を試算し検討

する 
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〇.今後のスケジュール 

2022 年 8 月 事前準備 

・2023 年 9 月 30 日の会場として「日本教育会館喜山倶楽部」を仮予約 

2022 年 8 月 27 日㈯代表幹事会 

・100 年委員会より縣陵東京同窓会の取組み案を説明し審議 

2022 年 10 月 

・新たに会長名で 2023 年 9 月 30 日㈯100 周年記念式典・祝賀会開催のお知らせと 

募金協力のお願い文を作成しホームページに掲載 

2023 年 4 月 

・第 56 回縣陵東京同窓会の総会・懇親会の案内に、100 周年の募金協力のお願いと、

100 周年記念式典・祝賀会の松本会場と東京会場の案内を記載 

・返信ハガキのアンケート項目で 100 周年の松本又は東京会場の参加意向を把握 

2023 年 8 月 

・9月 30 日㈯の松本会場・東京会場の記念式典・祝賀会を案内し、それぞれの参加を

募り最終的な参加者を確認し、松本会場分は松本へ報告 

・準備状況の最終確認 

2023 年 9 月 30 日㈯ 

・実行 

 

 

〇.記念事業の収支計画 

 

収入の部                              (単位:円) 

科 目 予算額 備 考 

記念式典・祝賀会参加費 700,000 7,000 円×100人 

東京同窓会特別基金勘定より 1,500,000 特別基金勘定残 1,634,102 円 

計 2,200,000  

 

支出の部                              (単位:円) 

科 目 予算額 備 考 

祝賀会飲食代 700,000 ＠7000 円/人 

会場設営費等 300,000 会場費等 

母校寄付金 500,000 東京同窓会から母校へ寄付 

本部募金活動寄付金 200,000 東京同窓会から本部へ寄付 

東京同窓会 100 周年記念グッズ作成 100,000 1,000 円×100個 会場出席者 

全「会報あがた」ホームページ掲載 200,000  

通信費、印刷費、諸雑費等 100,000  

予備費 100,000  

計 2,200,000  
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