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201２年 

12 月 半田高校谷川教頭と記念事業の打合せ 半田高校会議室（3 名） 

2013 年 

2 月２日（土） 
第１回半田高校３６回生記念事業実行委員
会発起人会 

媽媽や（３２名） 

5 月 11 日（土） 第１回 30 周年記念事業同窓会打合せ Islay（ｱｲﾗ）（２０名） 

５月１７日（金） 第２回 30 周年記念事業同窓会打合せ 半田市役所（３名） 

５月１８日（土） 第３回 30 周年記念事業同窓会打合せ 伊東一博宅（３名） 

５月２０日（月） 第４回 30 周年記念事業同窓会打合せ 半田市役所（３名） 

6 月 8 日（土） 第５回 30 周年記念事業同窓会打合せ 柊陵会館 2 階会議室（７名） 

7 月 27 日（土） 
第２回半田高校 36 回生記念事業実行委員
会発起人会 

クラシティ半田（10 名） 
媽媽や（１６名） 

８月 11 日（日） 
30 周年記念事業実行委員会設立総会 
半田高校 36 回生 29 周年同窓会 

雁宿ホール２階教養娯楽室 
（１１２名） 

８月３１日（土） 第 1 回運営委員会 クラシティ半田（８名） 

９月２１日（土） 論文顕彰委員・事務局打合せ クラシティ半田（４名） 

10 月 19 日（土） 35 回生論文顕彰委員会同席 半田高校会議室（４名） 

11 月 11 日（月） 25 年度柊陵セミナー見学 半田高校体育館（？名） 

10 月 18 日（金） 記念品事業委員 現場検証 半田高校柊陵会館（３名） 

12 月 7 日（土） 第 1 回論文顕彰委員会 半田高校会議室（８名） 

12 月 22 日（日） 第 2 回論文顕彰委員会 半田高校図書室（１３名） 

12 月 22 日（日） 第２回運営委員会 クラシティ半田（７名） 

 

 

 

 

非掲載 

 

１．記念事業経過報告 

２．記念事業収支経過報告 



- 2 - 

 

 

 

西暦 月 論文顕彰 記念品 柊陵セミナー 同窓会
8 ○スケジュール確認、 ○候補者の絞込み、打診 ★プレ同窓会(8月11日）

9 　審査メンバー確定
10
11 ○学校と打合・情報収集 ●35回生セミナー見学

12
○論文テーマ、
　　募集要項の検討

○記念品リストアップ

1 ●35回生審査見学 ○業者見積、納期確認

2
●35回生表彰・講
評

○学校と打合せ、打診 ○学校と打合・日程調整 ○同窓会準備開始

3
○記念品決定
●35回生贈答式見

（開催日を優先決定）

4 ○論文顕彰打合せ会 ●寄贈の正式申し入れ ○講師の決定

5 ●募集要項配布

6
●講師来半の諸手配、

7 ○在校生への応募の ●懇親会企画・手配・告知

　呼びかけ
8 ○発注 ★同窓会（8月10日）

9

10 ○在校生への応募 ○完成
　呼びかけ

11 ○提出締切 ★寄贈・ｾﾚﾓﾆｰ開催 ★セミナー開催、
　　懇親会開催

12 ○予備審査

1 ●本審査・入賞作品決定

2 ★表彰・講評

3

2013

　各事業内容・日程については、今後役員と委員会の検討し決定します。
※上記表中、●は役員参加型、○は各委員会の参加型、★は全員参加型の内容です。

2014

2015

備考 2015年『第20回柊会総会』を３４・３５・３６回生にて合同運営

※上記計画は案であり、2014年１月時点の協賛金額と36回生のみなさんのご協力次第で、
　事業が実行可能かどうかを判断し、遂行していこうと考えております。

★記念事業終了後、『半高３６回生同窓会（仮称）』へ移行

 

３．記念事業計画 



- 3 - 

 

 

 

 

柊会（半田高校同窓会）では、母校の健全な発展と在校生の成長を願い、約３０年前から、卒業３０

周年を迎える年代が集い、次のような４つの記念事業を行っています。 

 

 

①在校生向けの論文顕彰事業 

 半田高校在校生を対象に論文を募集します。論文テーマの設定、応募された論文の審査、優

秀作品への表彰を行います。2014 年夏から募集を開始し、翌年 2 月に表彰します。 

   ◎過去の論文テーマ例 

    35 回生（平成 25 年度）「いかに生きる」 

34 回生（平成 24 年度）「日本をどうする」 

33 回生（平成 23 年度）「つながり」 

②母校への記念品贈呈 

 卒業 30 周年の記念品を母校へ寄贈します。学校側と相談しながら贈り物を決めますが、先

輩方は植樹やモニュメントといった品を送っています。2014 年夏頃に贈ります。 

   ◎過去の記念品例 

    34・33 回生「柊陵会館の周りの砂利」 32 回生「柊陵会館前のレンガ敷き」 

29 回生「少年とごんの記念像」 27 回生「校門石碑」 

③柊陵セミナーの開催 

 在校生やその保護者たちに向けての講演会を開催。私たち 36 回生の中から選ばれた同期生

が講師を務めます。2014 年 11 月頃の開催です。 

   ◎過去のセミナー例 

    33 回生「アナウンサー（女性）及びプロレス団体 PRIDE 設立者（男性）の経験談」 

    29 回生「奈良女子大学教授」 27 回生「劇団四季団員」 

④記念同窓会 

 36 回生の全８クラス合同の 30 周年記念同窓会を盛大に行います。恩師の方々もお招きし

ます。 

    開催日時：2014 年 8 月 10 日（日） 12 時～ 

場所：グランコート名古屋（金山駅南口すぐ） 

 

私たち 36 回生は、卒業 30 周年となる来年 2014 年が担当年となります。この記念すべき事業

を同窓生の皆さんと協力しながら準備を進めていきたいと思いますので、ご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

 

４．記念事業概要 
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卒業 30 周年記念事業（論文顕彰、記念品寄贈、柊陵セミナーなど）に必要な費用は、例年、卒業

30 周年を迎える半田高校卒業生の協賛金で賄われています。 

過去実施された例を参考とし、今年予定している記念事業に必要な費用の内訳は以下のとおりです。 

・論文顕彰事業     ３０万円（優秀者、応募者約 180 名へ図書カード配布等費用） 

・母校への周年記念事業 ６０万円（記念品寄贈の費用） 

・柊稜セミナー     １０万円（講師代等） 

・記念同窓会      ２０万円（恩師招待等の経費。参加者からは別途実費を徴収） 

・事務通信費      ２０万円（印刷、郵送、所在不明者確認連絡等） 

・その他予備費     １０万円（各費目の不足の場合を補う予備費）  

合計１５０万円 

 

① 目標総額  １５０万円 

② 協賛金額  ５，０００円／１口 

③ 振込先 

●三菱東京ＵＦＪ銀行 半田支店 普通預金 （口座番号）０１３３７７１ 

（口座名義）半田高等学校 36 回生卒業 30 周年記念事業実行委員会 代表 伊東一博 

（ﾊﾝﾀﾞｺｳﾄｳｶﾞﾂｺｳ 36 ｶｲｾｲｿﾂｷﾞﾖｳ 30 ｼﾕｳﾈﾝｷﾈﾝｼﾞｷﾞﾖｳｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ ﾀﾞｲﾋﾖｳ ｲﾄｳｶｽﾞﾋﾛ） 

●あいち知多農業協同組合 半田支店 普通預金 （口座番号）0０４６０７０ 

（口座名義）半田高等学校 36 回生記念事業委員会 代表 伊東一博 

（ﾊﾝﾀﾞｺｳﾄｳｶﾞﾂｺｳ 36 ｶｲｾｲｷﾈﾝｼﾞｷﾞﾖｳｲｲﾝｶｲ ﾀﾞｲﾋﾖｳ ｲﾄｳｶｽﾞﾋﾛ） 

●ゆうちょ銀行二一八支店 普通預金 （口座番号）３１７５６３４ →他銀行から振込時 

（記号番号）１２１２０－３１７５６３４１ 

（口座名義）半田高等学校 36 回生記念事業委員会 代表 伊東一博 

（ﾊﾝﾀﾞｺｳﾄｳｶﾞﾂｺｳ 36 ｶｲｾｲｷﾈﾝｼﾞｷﾞﾖｳｲｲﾝｶｲ ﾀﾞｲﾋﾖｳ ｲﾄｳｶｽﾞﾋﾛ） 

 

※整理の都合上、振込みの際は、氏名（旧姓）と3 年時のクラスを入力してください。 

（例：鈴木（田中）花子 3 組）。 

※領収書が必要な方や振込み以外の方法としたいなどの際には、事務局までご相談ください。 

 

５．記念事業予算及び協賛金について 
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 本事業を推進するために、下記の通り「半田高等学校 36 回生卒業 30 周年記念事業実行委員会」を

設立し、規約を設けます。第２回記念事業実行委員会発起人会（平成 25 年７月２７日「媽媽や」に

て）決議により下記規約を取りまとめました。 

半田高等学校 36 回生卒業 30 周年記念事業実行委員会規約（案） 

第１条 目的 

本会は会員相互の連絡・親睦を図るとともに、母校への協賛事業を円滑に行うことを目的とする。 

第２条 名称 

  本会は、半田高等学校 36 回生卒業 30 周年記念事業実行委員会と称する。 

第３条 所在地 

  本会の事務局を半田市天神町４３番地に置く。 

第４条 会員 

  本会の会員は、愛知県立半田高等学校第３６回生とする。 

第５条 役員等 

  本会に次の役員等を置く。 

   代表役員  １名  本会を代表し、総理する。 

   副代表役員 若干名 代表役員を補佐し、代表役員に事故があるときはその職務を代行する。 

   役員    若干名 代表役員、副代表役員、会計とともに役員会を構成し、本会の業務を執行

する。 

   会計    １名以上 本会の会計を処理する。 

   会計監査  １名以上 本会の会計を監査する。 

   委員    若干名 記念事業の内容別に委員会を構成し、各事業の業務を執行する。 

第６条 運営 

  役員等の選任、事業計画及び予算に関する事項は、全体会にて出席会員の過半数をもって決し、そ

の他の事項は、役員会にて出席役員の過半数をもって決する。委員会は必要に応じて開催する。 

第７条 会計 

  本会の会計は協賛金をもってあてる。協賛金は一口５，０００円とする。 

第８条 規約の改廃 

  本規約の改廃は、全体会の出席者の３分の２以上をもって決する。 

附則１ 本会設立時の役員は、次の会員とする。なお、役員の変更は必要時に役員会を開催し、

随時行うものとする。 

        代表役員  伊東一博 

        副代表役員 菅沼 淳、杉江 伸、神谷宗孝、渡辺紳太郎、榊原康宏 

        役員    酒井千恵美、三輪象太郎、川瀬多恵、加藤典子 

        会計    黒柳雅裕、久保貴恵、宮崎史恵 

        会計監査  永井 徹、榊原智子 

附則２ 本規約は、平成２５年８月１１日から平成２７年３月３１日まで適用する。 

附則３ 本会は、記念事業終了後、半高３６回生同窓会（仮称）へ移行するものとする。 

６．記念事業実行委員会規約 
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代表 伊東一博⑤ 

 

委員会（◎は委員長、①～⑧は 3 年時のクラス）※敬称略、順不同 

運営委員 ◎菅沼 淳① 鈴木政之④ 三輪象太郎⑥ 

会計 ◎黒柳雅裕③ 久保(岸本)貴恵① 宮崎(鈴木)史恵⑦ 

記念品 
◎杉江 伸④ 菅沼 淳① 原田佳文④ 

羽柴(北折)千明③ 岩部 雅人⑧  

柊稜セミナー 
◎神谷宗孝⑤ 秋間 広⑤ 竹内（宮原)晴子⑧ 

   

論文顕彰 

◎渡辺紳太郎⑥ 春日谷智子② 新海 真① 

竹内(榊原)香② 笠井(田中)香里② 小川(野田)ゆり子⑥ 

榊原 聡⑧ 中村光伺⑦ 加古 滋⑤ 

溝江直子⑥ 竹内康浩④ 鈴木悟志② 

同窓会 

◎榊原康宏⑧ 酒井(近野)千恵美④ 柴田道和① 

川瀬(小栗)多恵④ 永井 徹③ 宮崎(鈴木)史恵⑦ 

田中秀則③ 田中(田坂)春美④ 加藤典子④ 

会計監査 ◎永井徹③ 榊原(北川)智子⑥  

事務局 
◎三輪象太郎⑥ 永井徹③ 宮崎(鈴木)史恵⑦ 

 榊原(北川)智子⑥ 加藤典子④  

 

 ※各委員会の委員は平成 25 年１２月２２日時点。 

※委員は現在も募集中。ご希望の方はお気軽に委員に声をかけてください。 

 

７．記念事業実行委員会委員 
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○ホームページ 

３６回生のホームページをオープンしました。記念事業の案内や委員会からのお知らせなどを掲載

しています。また各委員会の事務連絡にも使用します。 

みなさんの楽しい集いの場、連絡の場としてもぜひご利用ください。 

【PC サイト】http://hiiragi36.jimdo.com/ 

 

○フェイスブック 

https://www.facebook.com/groups/455608614475635/ 

 

○メール 

hiiragi36kai@yahoo.co.jp 

会員の情報はこちらを中心に利用して配信してまいりますので、情報配信を希望される方は 3 年の

クラス、氏名（旧姓も）を記載し送信してください（すでに登録されている方は必要ありません）。 

※携帯アドレスで受信制限をしている方には届かない場合がありますので、ご注意ください。 

 

○ネットアルバム（同窓会写真） 

  「30days Album」  http://30d.jp/ 

  詳細については、下記をご覧ください。 

 

 

 

 

 先に開催したプレ同窓会始め、各記念事業等の写真につきましては、無料の写真・動画の共有・保存

サービスサイト「30days Album http://30d.jp/」を活用してまいります。 

 当サービスの利用については下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 無料サービスのため閲覧期間が限定されますが、ご要望に応じて適宜期間延長します。 

※ 他の広報媒体やサイト等への無断転載はご遠慮ください。 

※ 会員の皆様のプライバシーは最大限尊重してまいります。掲載を望まない写真等がある場合は事

務局までご連絡いただければ削除いたします。また、各会員にて写真をアップロードされる際にも

上記点にご留意お願いします。 

９．ネットアルバムのご案内（同窓会写真について） 

８．３６回生コミュニケーションツールについて 

①「30days Album」の 36 回生 URL: http://30d.jp/hiiragi36kai/1 へアクセス 

②合い言葉の入力欄に「柊３６」と入力し、【アルバムを見る】をクリック 

③アルバムの閲覧や写真のアップロードが可能 

http://hiiragi36.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/455608614475635/
mailto:hiiragi36kai@yahoo.co.jp
http://30d.jp/
http://30d.jp/
http://30d.jp/hiiragi36kai/1
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１２月２２日現在、右記の方々の連絡先が不明です（組は３年時クラス、カッコ内は旧姓）。 

住所変更を何回かしている方が多いようです。心当たりのある方は、３６回生専用 E メール 

hiiragi36kai@yahoo.co.jp 又は役員までご連絡いただけると幸いです。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当記念事業実行委員会は、同窓会会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的として活

動しており、それに必要な同窓生の個人情報をお預かりしています。 

本会で管理している個人情報は、半田高校が管理委託をしている株式会社サラトから提供を受けたデ

ータをもとに独自管理しているものです。会員の皆様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、情報の

適切な利用と安全管理のために必要な措置に努めています。下記個人情報保護方針のもと、会員の皆様

の個人情報の取り扱いについては細心の注意を払いながら委員会活動を進めて参りますので、何卒ご理

解ご協力をお願い申し上げます。 

 

＜個人情報保護方針＞ 

●個人情報は、当委員会の事業活動上必要な範囲に限定して収集・利用・提供します。 

●個人情報への不正アクセス、または、紛失、破壊、改竄及び漏洩等のリスクに関して、安全対策を

講じます。また、予防等に関する対策も実施し、個人情報セキュリティ体制の向上に努めます。 

●個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。 

●個人情報は、当委員会以外の法人等へ個人情報を預託することは一切ありません。 

非掲載 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月２２日現在 

１０．行方不明者について 

１１．個人情報管理について 

mailto:hiiragi36kai@yahoo.co.jp

