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同窓会会長挨拶 
 
梅雨空が続くなか、新型コロナウイルス感染症に

より新たな生活様式を強いられておりますが、同窓
生の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょ
うか。 

昨年の総会・懇親会は、平成 12 年卒業の「Triple 
O's」が当番幹事として、開催に向け準備をしており
ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及
び同窓生の健康と安全を最優先に考慮した結果、同
窓会総会における報告をホームページ上で公開させ
ていただき、懇親会は中止することにいたしました。 

今年の総会は、新型コロナウィルスの感染状況を
鑑み、通常の 6月開催から 10月に延期し、平成 13年卒業の「ゼロワン会」
が当番幹事として、新型コロナ感染症の状況に応じた総会開催に向け準備をし
ております。今年こそ皆様とお会いし旧交を温めたいと考えております。 

さて、このたび 2021年 6月 30日をもちまして、高校同窓会会長を退任す
ることとなりました。これまで高校同窓会会長という重責を果たせましたの
は、同窓生の皆様のひとかたならぬご厚誼の賜物と存じ、謹んで御礼申し上げ
ます。 
在任中に西南学院創立 100 周年記念式典及び中高大での合同同窓会総会を

開催し、高校同窓生のみならず、中学校及び大学の同窓生とも親交を深められ
たことは、非常に思い出深い出来事でありました。 

また、母校の創立 100 周年を機に設立した「（一財）西南一粒の麦基金」
では、青少年の健全な育成に取り組むことができました。今後も、その活動を
更に充実、深化させるために、賛助会員を募っておりますので、財団ホームペ
ージをご覧いただき、ご協力いただければ幸甚に存じます。 

最後に、母校並びに学院の発展と中学校・高等学校・大学すべての同窓生の
安全、一日も早く世の中が平常に戻ることを心から祈念いたします。 

 

2021年 6月 
西南学院高等学校同窓会 

会長 江副 裕紀 
 



2020年度 活動報告 

１．概況 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、同窓会においても様々

な対応を迫られました。とりわけ同窓会総会は、当番幹事である平成 12 年卒

「TRIPLE O′s(トリプルオーズ)」が例年どおりの開催を目指し奮闘してくれていた

にもかかわらず、会場での開催を断念せざるを得ませんでした。最終的には、総会

資料及び会長、当番幹事、次年度当番幹事の挨拶動画を同窓会ホームページにて公

開という形式で実施しました。関東支部、関西支部においても残念ながら支部総会

は中止となりました。 

各委員会においても会議を従来どおりに開催できない時期があり、三密を避ける

ため、オンラインでの開催等様々な工夫が見受けられました。このような状況下で

の懸命な活動に心より感謝いたします。 

また、この一年間は、母校及び西南学院のコロナウイルス感染症への対応やその

状況に気を配りつつ、中学校及び大学の同窓会とも連絡を密にし、同窓会の運営と

しては、試行錯誤に明け暮れたものとなりました。 

一般財団法人 西南一粒の麦基金では、本年度から新たに中学同窓会、大学同窓会

からそれぞれの会長と専務理事に財団の評議員として参画いただき、正にオール西

南での社会貢献活動に一歩前進が出来たことは、この状況において明るい材料の一

つでした。一年間の休講を余儀なくされた無料の英語教室「西南イングリッシュア

カデミー」は、この４月からオンラインによる授業で再開し、里親家庭で暮らす子

ども達を応援する活動は、同窓生の協力のもと各家庭にお寿司を配達するという試

みを何とか実施することが出来ました。イスラエル・パレスチナの問題に取り組む

学生会議への支援については、西南学院と学生会議の橋渡し役となることができ、

西南学院の施設を使用しての開催を予定しておりましたが、コロナ禍により残念な

がら中止となってしまいました。 
 
  



２．会務の細目 

【全  体】  
（１） 理事会 2回 
（２） 評議員会（書面による開催 1回を含む） 2回 
（３） 定期総会（同窓会ホームページにおいて） 1回 
（４） 支部総会（関東・関西） 0回 
  
【各委員会】  
（５） 執行部・委員長会 6回 
（６） 情報委員会 2回 
（７） 母校連携委員会 3回 
（８） 広報委員会 5回 
（９） 総会委員会 （内 1回オンライン）8回 
（10） 総務会 2回 
（11） 選考委員会 3回 
  
【会務関係】  
（12） 同窓会報の発行  1回 
（13） 年次会奨励 0円 
（14） 生徒活動支援（pepper贈呈含む） 696,000円 
（15） クラブ活動支援金 0円 
（16） 広報活動（スポーツフェスタ、文化祭ブース） 0円 
（17） 入会歓迎（卒業記念品贈呈） 213,840円 
  
【学院、同窓会連合会関係】  
（18） 同窓会連合会常任理事会 2回 
（19） 同窓会連合会支部連絡協議会 0回 
（20） 西南学院・同窓会連合会懇談会 1回 
（21） 三同窓会専務理事会 10回 
（22） 第 88号同窓会報 会報委員会 9回 
 
  



３．役員（2019年 7月 1日～2021年 6月 30日） 

名 誉 会 長 早川  寛（校長）※2020年 4月から 
会 長 江副 裕紀（S54） 
副 会 長 大﨑 完治（S40）・ 柴田 宗樹（S44） 

 長澤 正信（S48）・ 平畑 雅博（S56） 
 立石 智昭（S57） 

専 務 理 事 川崎 俊雄（S55） 
常 務 理 事 吉田 忠司（S54）・ 津田 敏道（S58） 
理 事 40名 
支 部 長 
（理   事） 

（関東支部）髙橋 幸平（S59） 
（関西支部）鹿島 基史（H02） 

相 談 役 河津 善博（S47） 
顧 問 張  光陽（S53） 
監 事 山下 幸典（S57）・ 林田 浩明（S58） 
評 議 員 295名 

４．同窓会会員数 

2020年 3月 31日現在 31,250名 
2021年 3月 31日（新入会員） 430名 
2021年 4月 1日現在 31,680名 

 
  



５．重点活動の検証等 

【執行部】 
（１）同窓会連合会との連携強化 

新型コロナ感染症の拡大により連合会としての活動も大幅な制限があった
が、三専務理事により会議は 10回開催し、それぞれの状況報告や連携に努め
た。 

（２）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動の周知 
書面による評議員会へ活動報告を入れた。12月の里親支援については、西日
本新聞社の取材を受け、新聞紙面に掲載された。 

（３）支部活動の充実・発展 
残念ながら両支部とも総会の開催はできず、支部幹事の会議等もほぼ自粛さ
れた。 
 

【情報委員会】 
（１）会員情報の管理体制の確立及び更新の迅速化 

同窓会事務局と連携し、更新情報の共有及び名簿更新の迅速化を実施した。 
情報入手後 1ヶ月以内で、同窓会名簿へ反映した。 
同窓会ホームページからの情報更新も継続実施。システム運用開始時からの
登録変更件数の累計は、住所変更 795名、改姓 92名。 
 

【母校連携委員会】 
（１）母校教職員及び後援会との連携強化 

コロナの影響で母校教職員や講演会との接触は皆無に近かった。その中で早
川校長先生と定期的に連絡を取り、今の状況でも可能な母校支援を模索した
結果、ＩＣＴ教育のシンボルにもなるペッパー君の寄贈という支援に結び付
いた。また Facebook を利用し、校長先生や教頭先生をはじめとする先生方
からいただいた近況とメッセージを同窓生に届けた。 

（２）クラブ活動を中心とした在校生情報の収集と管理 
クラブの練習や大会が中止となり、委員会として特筆すべき活動はなかった。 

（３）同窓会による進路相談・進路講演活動の実現 
学校との接触が困難なこともあり、取り組みが出来なかった。 
 

 
  



 
【広報委員会】 
（１）同窓会への参加促進のための同窓会報、ホームページの更なる充実 

他の委員会と連携し、情報を速やかにホームページやＳＮＳを通じ発信でき
た。今後も情報を速やかに掲載出来るよう努めます。 

（２）ホームページに掲載している「同窓会史」の充実 
評議員会が開催されなかったため、案内が出来ず、満足な取り組みが出来な
かった。 

（３）同窓会及び同窓生の活動の報道機関等への情報発信 
特に発信することはなかった。 

（４）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動についての情報発信 
西南一粒の麦基金が活動出来なかったので、特に発信をしておりません。 
 

【総会委員会】 
（１）若い世代の同窓会活動への参加促進 

評議員会への若い世代の出席が増加してきた。新卒者への評議員レクチャー
が実を結んでいる。 

６．中期活動目標の検証 

【執行部】 
（１）若年同窓生の意識向上に向けた同窓会全体としての取り組み 

母校連携委員会と総会委員会が力を合わせ、卒業時の評議員へのレクチャー
等の充実に努めた。 

（２）同窓会連合会の一体感ある行事等の実現 
残念ながら、行事は何も実行できなかった。 

（３）同窓会事務の支援体制強化 
着手できませんでした。 

（４）同窓会活動を通じた地域との交流 
一般財団法人 西南一粒の麦基金が早良区、城南区の里親家庭を支援したこと
で、地域との交流が前進した。 

（５）同窓生顕彰制度の創設 
残念ながら、着手できなかった。 
 

 
  



 
【情報委員会】 
（１）会員情報（同窓会名簿）管理システムの更新、運営方法の確立 

個人情報保護強化の観点から、会員情報の管理について更に安全性を高めた
運用が学院及び同窓会事務局の連携により開始され、継続している。 
 

【母校連携委員会】 
（１）生徒会やクラブ活動を中心とした現役学生との交流 

無線部ＯＢと協力して現役学生が国際宇宙ステーションとアマチュア無線で
交信するプロジェクトの支援を目指したが、学校の判断で開催は中止となっ
た。 

（２）学年バッヂ（3色）の復活 
バッヂの導入については校則の変更を必要とするが、コロナ禍もあり、時間
を取って学校へ提案する機会を持てなかった。 
 

【広報委員会】 
（１）母校のブランド力を高められるホームページの構築 

同窓会総会報告をホームページに掲載したことは、他の高校同窓会との差別
化を図ることができ、大いにブランド力を高めた。 

（２）総会当番学年の思いや活動をホームページに掲載する等、他の委員会と連携
し、同窓会活動の情報発信を強化 
コロナ禍ではあったが、他の委員会や当番学年と連絡を緊密に取ることが出
来たので、充実した同窓会活動の情報発信が出来た。 
 

【総会委員会】 
（１）更に魅力を感じる同窓会総会・懇親会の醸成 

オンラインでのチケット販売を試みているが、まだ確立には至っていない。 
 

 



一般会計

（収入の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 備考

会費（2021年3月卒） 12,870,000 12,900,000 30,000 2021年3月卒業生数430名

会費（他学年卒） 0 30,000 30,000

総会収入 13,360,000 0 ▲ 13,360,000

雑収入 0 118 118 預金利息

積立金取崩 0 4,000,860 4,000,860 積立金の繰越金組入

前期繰越金 14,813,703 14,813,703 0

合計 41,043,703 31,744,681 ▲ 9,299,022

（支出の部）

科目 予算額 決算額 差異 備考

会議費 850,000 191,730 ▲ 658,270 理事会・評議員会・執行部会

委員会活動費 1,000,000 286,050 ▲ 713,950 選考委員会・執行部及び総務活動費含む

連合会・学院対応活動費 300,000 180,128 ▲ 119,872

支部活動費 500,000 200,000 ▲ 300,000 関西支部・関東支部各25万円

年次会奨励金 300,000 0 ▲ 300,000 各年次会等実施時の郵送代金補助

分担金 1,000,000 1,000,000 0 事務局（90万円）・連合会（10万円）

通信費 250,000 69,550 ▲ 180,450 切手・往復ハガキ等

交通費 650,000 0 ▲ 650,000 支部総会出席交通費補助

印刷費 20,000 45,511 25,511

消耗品費及び雑費 10,000 101,310 91,310

手数料 15,000 9,443 ▲ 5,557 振込手数料

役員顕彰弔慰金 80,000 52,000 ▲ 28,000  

同窓会総会関連経費 13,360,000 970,527 ▲ 12,389,473 　

新卒者チケット負担金 100,000 0 ▲ 100,000 新卒者チケット負担（関東・関西）

若年層発掘経費 100,000 0 ▲ 100,000

生徒活動支援金 300,000 696,000 396,000

クラブ活動支援金 1,200,000 0 ▲ 1,200,000

入会歓迎費 350,000 213,840 ▲ 136,160 2021年3月卒業生記念品

広報費 300,000 0 ▲ 300,000 高校文化祭・スポーツフェスタ

会報費 1,800,000 1,800,000 0

ＩＴ関連経費 300,000 300,000 0 同窓会ホームページ関連費用

財団へ寄付 2,000,000 2,000,000 0

連合会分担金 1,000,000 26,400 ▲ 973,600 名簿システム三同窓会分担金等

予備費 300,000 0 ▲ 300,000

支出合計 26,085,000 8,142,489 ▲ 17,942,511

次期繰越金 14,958,703 23,602,192 8,643,489

合計 41,043,703 31,744,681 ▲ 9,299,022

収支決算書（2020年4月1日～2021年3月31日）



　 （単位：円）

金額

14,000

1,458,274

23,602,192

25,074,466

※ １．預金の内訳

福岡銀行 普通預金 139,012円 一般会計

西日本シティ銀行 普通預金 22,877,180円 一般会計 　

西日本シティ銀行 普通預金 1,458,274円 賛助会

計 24,474,466円

※ ２．仮払金の内訳

600,000円

計 600,000円

※ ３．未払金の内訳

委員会活動費 ３月開催分 14,000円

計 14,000円

2021年度　定期総会準備金

当期剰余金

預金 24,474,466 未払金

仮払金 600,000 賛助会

合計 25,074,466 合計

貸借対照表（2021年3月31日現在）

資産の部 負債及び基本金の部

科目 金額 科目



特別会計

（収入の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 備考

賛助会費収入 0 1,000 1,000 2020年度賛助金 1件

雑収入 0 12 12 預金利息

前期繰越金 1,457,702 1,457,702 0

合計 1,457,702 1,458,714 1,012

（支出の部）

科目 予算額 決算額 差異 備考

手数料 0 440 440 振込手数料等

支出合計 0 440 440

次期繰越金 1,457,702 1,458,274 572

合計 1,457,702 1,458,714 1,012

賛助会収支決算書（2020年4月1日～2021年3月31日）





2021年度 活動計画 

１．基本方針 

会員の同窓会への意識向上を図り、会の円滑な運営と大学・中学同窓会との連携強
化を目指し、学院及び母校の発展へ寄与する。 

２．基本活動 

（１）組織の充実・強化及び会員の把握 
（２）各委員会の充実 
（３）年次別同窓会活動の奨励 
（４）定期総会の充実・発展 
（５）入会歓迎（卒業記念品贈呈） 
（６）母校及び生徒への支援 
（７）母校及び学院との関係強化 

３．今期重点活動 

【執行部】 
（１）同窓会連合会との連携強化 
（２）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動の周知 
（３）コロナ禍における総会・懇親会の開催の検討 
（４）状況に左右されない同窓会活動継続体制の構築 
（５）アフターコロナにおける同窓会活動の円滑な運営 
 
【情報委員会】 
（１）会員情報管理体制の継続と改善 
 
【母校連携委員会】 
（１）母校教職員及び後援会との連携強化 
（２）クラブ活動を中心とした在校生情報の収集と管理 
（３）同窓会による進路相談・進路講演活動の実現 
  



 
【広報委員会】 
（１）同窓会への参加促進のための同窓会報の更なる充実 
（２）ホームページ、ＳＮＳ等での情報発信の迅速化 
（３）ホームページに掲載している「同窓会史」の充実 
（４）同窓会及び同窓生の活動の報道機関等への情報発信 
（５）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動についての情報発信 
 
【総会委員会】 
（１）コロナ禍での同窓会総会の実現 

４．中期活動目標 

【執行部】 
（１）若年同窓生の意識向上に向けた同窓会全体としての取り組み 
（２）同窓会連合会の一体感ある行事等の実現 
（３）同窓会事務の支援体制強化 
（４）同窓生顕彰制度の創設 
 
【情報委員会】 
（１）会員情報（同窓会名簿）管理システムの運用強化 
 
【母校連携委員会】 
（１）生徒会やクラブ活動を中心とした現役学生との交流 
（２）学年バッヂ（３色）の復活 
 
【広報委員会】 
（１）ホームページやＳＮＳ等を活用し、母校のブランド力アップを図る 
（２）当番学年や他の委員会と連携し、同窓会活動の情報発信をホームページやＳ

ＮＳ等で行う 
 
【総会委員会】 
（１）若い世代の同窓会活動への参加促進 
（２）チケット販売の多様化の確立 
 
 



一般会計

（収入の部） （単位：円）

科目 2019年度決算額 2020年度決算額 2021年度予算額 2019年度との対比 備考

会費（2022年3月卒業） 13,530,000 12,900,000 12,270,000 ▲ 1,260,000 2022年3月卒業予定数  409名

会費（他学年卒） 90,000 30,000 0 ▲ 90,000

総会収入 12,818,000 0 13,360,000 542,000 　

雑収入 87 118 0 ▲ 87 預金利息

賛助会繰入 0 0 0 0

積立金取崩 0 4,000,860 0 0

前期繰越金 11,811,533 14,813,703 23,602,192 11,790,659

合計 38,249,620 31,744,681 49,232,192 10,982,572

（支出の部）

科目 2019年度決算額 2020年度決算額 2021年度予算額 2019年度との対比 備考

会議費 807,190 191,730 1,000,000 192,810 理事会・評議員会・執行部会

委員会活動費 820,216 286,050 970,000 149,784 選考委員会・執行部及び総務活動費含む

連合会・学院対応活動費 275,000 180,128 300,000 25,000

支部活動費 500,000 200,000 500,000 0 関西支部・関東支部各25万円

年次会奨励金 280,000 0 360,000 80,000 年次会等実施時の郵送代金補助

分担金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 事務局（90万円）・連合会（10万円）

通信費 233,338 69,550 250,000 16,662 切手・往復ハガキ等

交通費 583,200 0 650,000 66,800 支部総会出席交通費等

印刷費 11,448 45,511 20,000 8,552

消耗品費及び雑費 0 101,310 10,000 10,000

手数料 12,594 9,443 15,000 2,406 振込手数料

役員顕彰弔慰金 0 52,000 60,000 60,000  

同窓会総会関連経費 12,548,343 970,527 13,360,000 811,657

新卒者チケット負担金 63,000 0 250,000 187,000 新卒者チケット負担（関東・関西）

若年層発掘経費 45,780 0 100,000 54,220

生徒活動支援金 300,000 696,000 300,000 0 　

クラブ活動支援金 1,110,000 0 1,000,000 ▲ 110,000

入会歓迎費 270,000 213,840 300,000 30,000 2022年3月卒業生記念品

広報費 226,048 0 300,000 73,952 高校文化祭・スポーツフェスタ

会報費 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0

ＩＴ関連経費 300,000 300,000 300,000 0 同窓会ＨＰ関連費用

財団へ寄付 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

連合会分担金 195,360 26,400 500,000 304,640 名簿システム準備金、三同窓会分担金等

予備費 54,400 0 100,000 45,600

支出合計 23,435,917 8,142,489 25,445,000 2,009,083

次期繰越金 14,813,703 23,602,192 23,787,192 8,973,489

合計 38,249,620 31,744,681 49,232,192 10,982,572

収支予算書（2021年4月1日～2022年3月31日）



関東 関西

　 髙橋　幸平 昭和
59年

　 香山　忠裕 平成
04年

 2021年度　組織図

執 行 部

専務理事
支部長【理事】

会　長

川崎　俊雄 昭和
55年 副会長

坂東　浩明 平成
02年

　 中山　真一 昭和
57年

　 青柳　瑠美 平成
10年

吉田　忠司 昭和
54年

津田　敏道 昭和
58年

　 坂本　茂生 昭和
56年

 ☆織田　洋輔 平成
01年

　 大町　佳子 平成
09年

乙藤　計造 昭和
53年

髙橋　浩一 昭和
59年

広報委員会
常務理事

昭和
61年

　 木須　敏範 平成
11年

　 柳　　軍次 昭和
61年

　 橋本　泰孝 平成
12年

　 古川 波留香 平成
10年

相談役 顧　問 監　事

河津　善博 昭和
47年

張　　光陽 昭和
53年

山下　幸典

　 波左間 達郎

江副　裕紀 昭和
54年

林田　浩明 昭和
58年  ☆森島　　弘 昭和

62年
　 古賀　一生 平成

08年

　 青木　栄作 平成
05年

　 日下部　肇 昭和
59年

　 中満　史奈 平成
17年

　 岩切　　直 平成
01年

　 西村　　淳 平成
18年

昭和
57年

母校連携委員会

平成
06年

　 小林　桃子 平成
21年

　梅津 太一郎 平成
10年

平成
07年 　 井手　孝行 平成

07年

　加賀田 真一郎 昭和
55年

平成
01年  　中村　誠吾

平成
08年

 ◆古賀　一生

 ◆理事兼務

 　田中　哲也 昭和
55年

　 佐藤　亮太 平成
10年

　 吉田　隆治 昭和
62年

　 江頭　実慶 平成
12年

　 大神　善通 昭和
62年

　 古川　　剛 平成
02年

 　松村　　聡 平成
07年

　 白谷　卓也 平成
03年

　 川口　二郎 昭和
56年

　 島中　　瞳 平成
11年

情報委員会

 ☆髙橋　　仁 平成
01年

 ☆委員長

 ◆髙橋　　仁

 ◆松村　　聡

総　務　

　 高木　禎晋 平成
06年

　 張　端宏 平成
15年

　 杉山　英治 平成
08年

　 松尾　恭明 平成
04年

　 金子　　愛 平成
11年

　 出口　伸 平成
05年

　 市丸 健太郎 平成
14年

総会委員会

 ☆坂田　博紀 平成
01年

　 福澤　　久 平成
09年



西南学院高等学校同窓会 関東支部 

１．2020年度 活動報告 

（１）関東支部総会・懇親会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の見地から中止。 

（２）幹事会等 
2021年 1月 ZOOMによる web会議を実施。 
関東理事 LINEグループによる打ち合わせは、随時実施。 

（３）理事・有志忘年会・新年会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の見地から中止。 

２．2021年度 活動計画 

（１）同窓会運営のデジタル化移行の推進（運営コストダウン･個人情報管理強化） 
第１歩として、「総会・懇親会出欠確認往復ハガキ」から web システムを
利用した確認へのマイルドな移行をするための委員会設置。福岡同窓会当該
担当と連携。 

（２）その他のデジタル化アイテム候補 
・福岡同窓会の各種理事会出欠確認ハガキ 
・住所登録・異動などの個人情報管理 

３．具体的な活動ポイント等 

（１）SNS活用による柔軟な会運営 
facebookに加え Instagram等、他のツール活用を模索。 

（２）総会・同窓会以外の集合機会の計画実施 
忘年会・新年会など総会とは違う場面への参加を促進。 

（３）幹事学年サポート強化 
昨年・当年・次年度世代の連携を強化する施策強化。 

 



（収入の部） （単位：円）

2020年度
決算額

2021年度
予算額

差異

活動支援金 100,000 250,000 150,000 本部からの支部活動支援金

総会・懇親会支援金 0 60,000 60,000 本部からの新卒者参加補助

総会収入 0 920,000 920,000 祝儀含む

雑収入 14 0 ▲ 14 預金利息等

前期繰越金 1,758,508 1,858,522 100,014

1,858,522 3,088,522 1,230,000

（支出の部）

2020年度
決算額

2021年度
予算額

差異

総会・懇親会関連経費 0 1,110,000 1,110,000

会議費 0 20,000 20,000

消耗品費及び雑費 0 10,000 10,000

0 1,140,000 1,140,000

1,858,522 1,948,522 90,000

1,858,522 3,088,522 1,230,000

（単位：円）

現金 27,989 前期繰越正味財産額 1,758,508

普通預金 1,830,533 当期正味財産増減額 100,014

1,858,522 1,858,522

西南学院高等学校同窓会 関東支部

合計

資産計

貸借対照表（2021年3月31日現在）

金額

負債・正味財産計

負債及び正味財産の部資産の部

科目 金額 科目

支出合計

2020年度 収支決算書 及び 2021年度 収支予算書

科目 備考

次期繰越金

合計

科目 備考



西南学院高等学校同窓会 関西支部 

１．2020年度 活動報告 

（１）関西支部総会・懇親会 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とした。 

（２）幹事会等 
6回（全てリモ－ト会議／4月、5月、8月、11月、1月、3月） 
関東理事 LINEグループによる打ち合わせ随時 

（３）インターハイ等の応援 
新型コロナウイルス感染症のためインターハイが中止となり、できなかっ
た。 

２．2021年度 活動計画 

（１）関西支部設立 10 年目を迎え､支部における母校の広報活動協力､同窓生の輪
の拡大と絆の強化､ 関西における西南学院の知名度向上等の活動をさらに強
化する｡ 

（２）第 10 回総会･懇親会の開催に向け（10 月～11 月）本部及び同窓会事務局
と連携し会員の把握に努め、より多くの会員に参加してもらえるよう広報活
動を強化し､勧誘活動の徹底を図る｡また､来ていただいて楽しかったと思え
るよう企画を充実させ､若手会員･女性会員の呼び込みを図る｡ 

３．具体的な活動ポイント等 

（１）facebook等を利用して関西支部の活動情報を発信し、新規会員を開拓する｡ 
（２）本部との連携及び大学同窓会関西支部との交流を図っていく｡ 
（３）母校の応援を通して在校生との支援と交流を図り､会員の愛校心を高める活

動を行う｡ 
（４）三役会を通じてスピーディな問題提起と判断を行い､幹事会（定期）にて十

分な協議を行い､開かれた組織作りを目指す｡ 
（５）女性会員開拓プロジェクトを立ち上げ､共学世代の学年幹事と連携を図り､女

性会員向け企画を通じて､女性会員増を目指す｡ 
 



（収入の部） （単位：円）

2020年度
決算額

2021年度
予算額

差異

活動支援金 100,000 250,000 150,000 本部からの支部活動支援金

総会・懇親会支援金 0 40,000 40,000 本部からの新卒者参加補助

総会収入 0 250,000 250,000 @5,000円×50

雑収入 6 0 ▲ 6 預金利息等

前期繰越金 686,592 786,598 100,006

786,598 1,326,598 540,000

（支出の部）

2020年度
決算額

2021年度
予算額

差異

総会・懇親会関連経費 0 290,000 290,000

会議費 0 30,000 30,000

旅費交通費 0 50,000 50,000

通信費 0 2,000 2,000

消耗品費及び雑費 0 3,000 3,000

印刷費 0 20,000 20,000

慶弔費 0 30,000 30,000

予備費 0 20,000 20,000

0 445,000 445,000

786,598 881,598 95,000

786,598 1,326,598 540,000

（単位：円）

現金 50,869 前期繰越正味財産額 686,592

普通預金 735,729 当期正味財産増減額 100,006

786,598 786,598

西南学院高等学校同窓会 関西支部

合計

資産計

貸借対照表（2021年3月31日現在）

金額

負債・正味財産計

負債及び正味財産の部資産の部

科目 金額 科目

支出合計

2020年度 収支決算書 及び 2021年度 収支予算書

科目 備考

次期繰越金

合計

科目 備考



一財）西南一粒の麦基金の活動について 

2020年度 事業報告 

１．概況 
５年目となった本年度は、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、無料
英語教室の開催を中止しました。また、里親家庭で暮らす子ども達応援は、その
方法を変更し、各家庭へ握りたての寿司を届けました。その他、感染予防策を講
じて開催されたホークスカップ中学生軟式野球大会への支援、やむなく中止とな
った日本・イスラエル・パレスチナ学生会議への支援は継続いたしました。 
運営面では、今後の財団活動の更なる活発化と充実、適正な運営及び円滑化のた
め、評議員及び理事の定数を増やし、定款の一部変更を行いました。また、本年
度は、評議員、理事、監事の改選年度であり、今回、評議員として西南学院大学
同窓会、西南学院中学校同窓会それぞれの会長、専務理事に就任いただき、オー
ル西南での財団運営体制を作ることができました。 
これらの活動を行うため、理事会を５回、評議員会を 1回開催するとともに、新
型コロナウイルス感染症拡大予防の中で、財団としての活動をどのように進めて
いくかについて理事会において意見交換、方向付けを行いました。 

2021年度 事業計画 

１．基本方針 
設立の目的に基づき、①育成活動事業、②育成支援事業、③社会貢献事業の３つ
を柱として活動を行います。また、当財団の活動の認知を高めるための広報活動
を強化するとともに、当財団の活動を継続していくための安定した財政基盤、人
的基盤の確立のため、賛助会員入会の促進、寄付の募集、人的な支援体制の構築
を行います。 
 

２．無料英語教室「西南一粒の麦 English Academy」 
新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から昨年度から開講を控えています。
今後の見通しも不透明な部分が多く、現時点で百年館での集合開催という従来の
方法での開催は現実的に不可能であると判断し、オンラインによる開催を行って
います。 
具体的には、西南学院高校卒業生であり、オンライン英語教室の経験がある伊佐
智史氏並びに菅原千恵氏を講師として次のような内容で開催しています。 

  



 
・Zoomを使った１レッスン 30分のオンライン教室 
・受講生（子ども達）の参加可能な日時をもとに 1クラス 4～5人で開催。 
・毎週火曜日～金曜日の 16時 30分～17時に伊佐氏による教室、毎週火曜日の

17時 15分～17時 45分に菅原氏による教室を開催 
・4 月 20 日～23 日にミニオリエンテーションをオンラインにて開催し、4 月

27 日（火）に開講、翌年 3 月 18 日（金）まで年間 36 週、計 137 回の開催
を予定。 

 
３．日本・イスラエル・パレスチナ学生会議の支援 
昨年 8月、この会議の後半部分を福岡で開催する予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染症予防、イスラエル、パレスチナからの入国ができないということから
中止となりました。 
今年度の開催については学生会議で検討されていますが、現時点で何らかの進展
や決定はないようです。しかしながら、改めて福岡での開催となった際には、全
面的に支援を行います。 
 

４．里親家庭で暮らす子ども達応援 
財団の目的に合致し、かつ子ども達や里親からも高い評価を得ている活動であ
り、引き続き取り組む予定ですが、新型コロナウイルス感染症のなか現時点で、
里親会によるイベントの開催予定がないことから、具体的な取り組み計画はあり
ません。 
 

５．広報活動の強化 
当財団の知名度、活動の認知度を更に高めるため広報活動を強化する。 
（１）財団ホームページの確実な更新と内容の充実 
（２）財団紹介リーフレットに加え、活動の具体的な内容を紹介するアニュアル

レポート（年次報告書）的な広報誌の作成 
（３）西南学院高校同窓会をはじめ中学同窓会、大学同窓会、西南学院への活動

のアピールと支援の依頼。 
 

６．安定した財政基盤、人的基盤の確立 
（１）賛助会員入会の促進 
当財団の活動を継続していくため、その安定的な財政基盤の構築の一環とし
て、当財団の趣旨や活動に賛同いただける個人、法人・団体を対象にした賛助
会員数の増加を促進します。 

  



（２）寄付の募集 
賛助会員とならずとも、当財団の趣旨や活動に賛同いただける個人、法人・団
体からの寄付を募集します。 

（３）活動の継続、拡充のための人的基盤の充実 
各事業の継続、拡充を支える人的基盤として、今春に発足させたサポーター登
録制度に基づき、活動に協力、支援のできる以下のサポーターの登録を推進し
ます。 
①技能サポーター 
里親会を通じた子ども達への取り組みにおいて、子ども達が日頃触れること
の少ない体験の場の提供に協力できる職業やスキルを有し、その取り組みに
参加いただけるサポーター 

②運営サポーター 
財団の各事業の取り組みを実施していくにあたって、その開催準備や当日の
運営等を共に行っていただけるサポーター 

 
 
 
※一財）西南一粒の麦基金の活動の詳細は、ホームページにございます。 
ご覧いただけると幸いに存じます。 

http://www.sw-hitotsubunomugi.jp/ 
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