
 

審⑤－１ 

【第 5号議案】 

 

住 吉 高 校 100 周 年 記 念 事 業 

2020 年度活動報告 

2021 年度活動予定 

収支報告 
 

大阪府立住吉高等学校創立 100 周年記念会 

 

 

１ 100 周年記念事業の完了した先行事業 

(1) 電子黒板設置事業 

PTA・後援会の周年事業用積立金および一般寄附募金を活用し完了。 
〔内容〕 各教室に、電子黒板仕様のプロジェクターおよびスクリーン、PC 用テーブルを設置 

普通教室（21 教室）、特別教室（8 教室）に設置済み 

(2) ホームページリニューアル事業 

同窓会活動の情報発信・活動の活性化・合理化、周年事業の一環として充実した機能を持たせ募金

活動にも活用するため、一般寄附金を活用して先行事業として着手し完了。 

〔内容〕 パソコンに限らずスマートフォンにも対応した見やすい画面、使いやすいシステムの構築

を行い、同窓会活動を応援してくださる方を募って同窓会員が有効に活用できるような会員

情報検索システムを備えた、全面的なリニューアルを行った。 

 

２ 記念事業のプロジェクト 

記念事業をさらに細分化して、プロジェクト（以下 PJ）として実働してきた。 

なお、以下でプロジェクト名の後の◎印は PJ のリーダー、〇印は PJ のサブリーダー。 

(1) 特定寄附金による事業 
食堂リニューアル PJ：◎南部 高志（実行副委員長・同窓会副会長） 

   概要：食堂をリニューアルし、本来の食堂としての機能だけではなく、空調設備・投影設備・ホ

ワイトボード仕様の壁面などを装備した多目的教室化し、その上の階にある視聴覚教室と

リンクさせて、同時に講演会・説明会などにも活用できるようにする。また、食堂南側の

駐輪場を改修・整備して、テラスを設置し、屋外の食事場所とするだけではなく、気軽に

ディスカッションしたり、雑談したり、自習できるスペースを確保する。 
(2) 一般寄附金による事業 

(ｱ) 電子黒板設置 PJ：◎岡山 保美（同窓会総務副委員長） 
(ｲ) 記念式典 PJ：◎寺田 明彦（教頭）、〇風早 宣明（同窓会総務委員長）＜記念講演は見送り＞ 
(ｳ) ホームページリニューアル PJ：  
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◎岡山 保美（同窓会総務副委員長）、〇岡本 カヨ（同窓会文化委員長） 
〇佐藤 徳子（同窓会交流委員長）、 〇杉原 元美（同窓会広報委員長） 

(ｴ) 記念祝賀会 PJ：◎佐藤 徳子（同窓会交流委員長） 
(ｵ) 記念誌 PJ：◎清水 寛史（首席）、〇岡本 カヨ（同窓会文化委員長） 
(ｶ) 広報・記念募金活動 PJ：◎杉原元美（同窓会広報委員長）、〇胡内雅代（中嶋有希子同窓会名簿

委員長の後任） 
(ｷ) その他の事業（特別教室の空調設備・新奨学金制度整備・北畠会館の今後の補修計画など） 
  これらの事業は、募金の集まり状況を踏まえ、さらに精査して事業化。 

 
３ 2020 年度における 100 周年記念事業（プロジェクト）の打ち合わせ状況 

2020 年度に入り、母校の田中仁校長の退職、岡﨑守夫新校長の着任はじめ、PTA・後援会関係者の

人事の変更があった。実行委員会での役割は、前任者の肩書に基づき、引き続き任務を継続する。 
・2020 年 4月 6日（月） 岡﨑新校長と同窓会会長・副会長と 100 周年事業について確認 
・2020 年 6月 27日（土） 岡﨑新校長と同窓会会長・副会長と、PAT・後援会関係の実行委員

の交替の確認、100 周年事業の進捗状況の確認・打ち合わせ 
 
以下は、役員会以外での主な打ち合わせ内容およびプロジェクトチームの活動概要の報告。 

3-1 第２回（全体）実行委員会 2020 年 10月 17日（土） 
コロナ禍の感染拡大で開催時期が遅くなったが、実行委員全体による委員会を実施。 
学校・PTA・後援会の方々は頻繁な打ち合わせ等に参加できないことから、これまでと同様、引き

続き同窓会が中心となって企画・実行し、必要に応じて学校などの関係委員も加わることを再確認。 

なお、役員会のメンバーに岡山総務副委員長を加えた者が、実行委員会のメンバーであることから、

基本的には毎回の役員会（各委員長も参加）の一部で、周年事業について打ち合わせを行ってきた。 

 
3-2 食堂リニューアル PJ（主な活動） 
・2020 年 4月 14日（火）、15日（水）、20日（月）、5月 6日（水）、5月 9日（土）、5月 13日（水） 

食堂改修工事資料、同見積書、見積内容の原価検討・精査、寄附採納合議書の資料作成等 
・2020 年 5月 20日（水） 三谷建築工舎と食堂現況図を元に詳細の打ち合わせ 
・2020 年 5月 22日（金） イーエスビデオと ICT・映像の詳細スペック打ち合わせ 
・2020 年 6月 1日（月） イーエスビデオと ICT・映像の詳細図・見積提出を受け査定 
・2020 年 6月 12日（金） 食堂・テラスのパース作成・打ち合わせ 
・2020 年 6月 15日（月）、17日（水）、7月 2日（木） 

大阪府教育庁提出書類作成、寄附採納合議書事前申請の引継ぎ、寄

附採納手続き打ち合わせ 
・2020 年 7月 27日（月） 学校の電源容量の調査 
・2020 年 8月 4日（火） 電気設備図の確認、空調設備の打ち合わせ 
・2020 年 8月 27日（木） 寄附採納合議書を学校に引き渡し 
・2020 年 10月 8日（木） 「(仮称)住吉高校食堂他周辺整備工事」寄附採納収受許可 
・2020 年 10月 21日（水） 国税庁からの指摘事項（特定寄附予算と予算根拠）を修正 

（2020 年 12月 7日（月）国税庁から特定寄附の申請許可が下りる） 
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3-3 ホームページ(HP)リニューアル PJ 
・ 開発業者との打ち合わせ 

開発業者との仕様の確認、開発段階での修正依頼、開発物のテスト等、リニューアルに関する

発注側・受注側との調整を行った。 
・ 打ち合わせ日時＜１時間程度のリモート（Skype）＞ 

4/6（月）、4/15（水）、4/21（火）、5/1（金）、5/12（火）、5/22（金）、6/3（水）、6/11（木）、

6/19（金）、6/26（金）、7/3（金）、7/10（金）、7/17（金）、7/24（金）、7/30（水）、8/6（木）、8/17
（月）、8/28（金）、9/3（木） 

・ システムの仕様についての修正・追加依頼 
打ち合わせの結果、システムテスト、不具合の整理、修正要望等について、HP リニューアル

PJメンバーでその都度対応した。 
・ リニューアルしたホームページを 9月 1日に公開 

サーバーの移行作業を経て、リニューアル後のホームページの本格的運用開始。 
 ・ プラチナ応援団の参画費用、プラチナ応援団やおすすめ検索登録者の獲得営業等、運用の課題に

ついて整理・検討 
・ 同窓会ホームページで、周年事業関係の記事随時発信 

同窓会公式 Facebook も活用して、100 周年事業の広報活動推進。 
 
3-4 記念式典 PJ 
（式典は学校行事で、講演会は実施しないとの学校の意向に従い、PJ 名の記念講演会を削除） 
・2020 年 12月 10日（木） 記念式典に関する伊東雄三氏（高 18 期）の提案をもとに学校担当

者と打ち合わせ。司会を松井愛氏（高 41期、MBS）に依頼する方

向で決定。伊藤氏に折衝依頼。 
・2021 年 1月 7日（木） 事前折衝を受け、松井氏に校長名で正式依頼文を伊東氏に送付。 

 
3-5 記念祝賀会 PJ 

・2021 年 1月 16日（土） 西岡会長、八尾副会長、伊東雄三氏、交流委員とで、司会・100 周

年 DVD作製・アトラクションについて協議。 
・記念祝賀会を東京同窓会と同時開催することについて検討 
東京同窓会としては、2022 年度は例年どおり 6月に総会を実施、10月に祝賀会の 2回開催予定と

することを了承。今後、内容を検討。 
・100 周年プレイベントとして「第二回スミフェス」の開催を検討 
・周年事業を盛り上げるためにホームカミングデイも検討開始 

 
3-6 記念誌 PJ 
・100 周年記念誌の体裁・内容について、学校担当者との打ち合わせ 
・記念誌の原稿の依頼開始 

 
3-7 広報・記念募金活動 PJ 

3-7-1 記念増刊号の発行（2020 年 7月） 
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3-7-2 募金趣意書の作成・発送（2020 年 12月） 
3-7-3 創立 100 周年告知ミニポスター作製・掲示依頼 
3-7-4 記念式典・記念祝賀会用のビデオ撮影（高校の SSH国際科学発表会） 
3-7-5 阪堺電車内アナウンス広告の活用などの検討 
3-7-6 100 周年広報横断幕の検討 
3-7-7 （西岡会長、八尾副会長、南部副会長、秋元事務局長） 

会館・新奨学金高額寄附者への依頼実施の検討 
 
４ 100 周年記念事業に関わる特定寄附金の適用申請 

・食堂のリニューアル事業を柱とする周年事業への寄附について、国税局へ特定寄附金としての認可

申請書類を、食堂リニューアル PJチーフの南部副会長、杉原広報委員長（広報・記念募金活動 PJ
チーフで募金趣意書作成担当）の協力のもと作成 

・2020 年 10 月 8 日大阪府教育庁からの「住吉高校食堂および周辺事業」寄附採納収受許可を踏ま

え、（故）木村会計・秋元事務局長とで国税局と数度の事前調整を経て、国税局へ正式認可申請 
・2020 年 12月 7日、国税局から特定寄附として認可 

 
５ 2021 年度における 100 周年記念事業（プロジェクト）の主な予定 

5-1 食堂リニューアル PJ 
募金状況に目途が立った時点で、学校と調整し、工事着工。 

 
5-2 HP リニューアル PJ 

プラチナ応援団やおすすめ検索登録者の獲得営業。 
同窓会ホームページによる周年事業関係の記事の随時発信。 
同窓会公式 Facebook も活用し、100 周年事業の広報活動の推進。 

 
5-3 記念式典 PJ 
・記念式典の内容の具体的な案の企画 

 
5-4 記念祝賀会 PJ 

・100 周年プレイベントとして「第二回スミフェス」の開催を予定 
2022 年 3月 20日（日）に、同窓会館 1F ホールにて開催予定。 
参加予定人数：出演者含め約 140 名。 

・周年事業を盛り上げるためのホームカミングデイの具体案の検討 
・記念祝賀会の東京同窓会との同時開催に関して、さらに課題の検討 

 
5-5 記念誌 PJ 

・100 周年記念誌の原稿の依頼および作成 
 
5-6 広報・記念募金活動 PJ 

・100 周年広報横断幕 2張を製作、学校沿いのフェンスに掲示 
・創立 100 周年告知ミニポスターの掲示依頼の継続 
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・阪堺電車内アナウンス広告の活用 
・広報活動の一環として母校をアピールするために YouTube の活用 
・募金状況によって 100 周年に向けた臨時増刊号の発行 
・（会長・副会長以下役員・委員長らによる）募金活動の推進 
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大阪府立住吉高等学校創立 100 周年記念会 
収支計算書 

（2019 年 5月 1日から 2021 年 3月 31日まで）    （単位：円） 

 
※１ その他記念事業費内訳運営費内訳  ホームページ制作開発、スミフェス事業 
※２ 運営費内訳 印刷発送費、通信費、人件費、事務用品費、支払手数料等 
  

科　　　　目
予 算 額

（A）

決 算 額

（B）

差　異　　　　　（A-

B）
備　考

 収入の部

　　一般募金寄付金収入 42,000,000 19,934,218 22,065,782

　　特定募金寄付金収入 50,000,000 14,511,000 35,489,000

　　PTA寄付金収入 5,000,000 5,000,000 0

　　後援会寄付金収入 3,000,000 3,000,000 0

　　祝賀会収入 6,500,000 0 6,500,000

　　記念誌販売収入 7,500,000 0 7,500,000

　　クリアファイル等販売収入 360,000 326,500 33,500

　　雑収入 0 1,082 -1,082

　　　　　収　入　計 114,360,000 42,772,800 71,587,200

 支出の部

　　食堂改修支出 6,500,000 0 6,500,000

　　空調工事支出 5,000,000 0 5,000,000

　　ICT設備支出 8,500,000 8,463,522 36,478

　　特定募金対象設備支出 50,000,000 0 50,000,000

　　その他設備等支出 4,000,000 0 4,000,000

　　式典費 3,000,000 0 3,000,000

　　祝賀会費 8,500,000 0 8,500,000

　　記念誌製作費 7,500,000 0 7,500,000

　　クリアファイル等製作費 360,000 358,480 1,520

　　その他記念事業費 12,500,000 2,487,884 10,012,116 ※１

　　運営費 6,000,000 3,562,914 2,437,086 ※２

　　　　　支　出　計 111,860,000 14,872,800 96,987,200

　　予備費 2,500,000 0 2,500,000

　　　　　収支差額 0 27,900,000 -27,900,000

　　　　　繰越収支差額 0 27,900,000 -27,900,000
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大阪府立住吉高等学校創立 100 周年記念会 
財産目録 

            （2021 年 3月 31日現在）    （単位：円） 
 
 預金種別 金　融　機　関　名 金     額

普 通 預 金 三菱ＵＦＪ銀行　北畠支店 1,745,848

振 替 口 座 ゆうちょ銀行　相生郵便局 12,498,817

現　　　　　　金 0

小　　　　　　計 14,244,665

普 通 預 金
（特定寄附）

三菱ＵＦＪ銀行　北畠支店 3,815,003

振 替 口 座
（特定寄附）

ゆうちょ銀行　相生郵便局 9,840,332

現　　　　　　金 0

小　　　　　　計 13,655,335

正　味　財　産 27,900,000


