
2021 年度は⼤阪・東京共に同窓会の開催がかな
わず、代えて 6 ⽉と 11 ⽉に 21 期会報を発⾏し、
コロナ禍での近況報告や趣味の紹介など寄稿⽂を
掲載しました。皆さん、元気と勇気が届きました
か。 
多くの 21 期⽣が年⼥・年男である今年、ちょう

ど⺟校の百周年です。予定していた教育環境整備
事業はほぼ完了し、⾷堂や⾷堂周辺もきれいにな
りました。この秋にはその⾷堂と視聴覚教室を使
ったホームカミングデイや⼤阪・東京同時開催の
祝賀会など記念⾏事が開催されますが、21 期⽣も
できるだけ⼤勢で参加して、皆で 100 周年と当た
り年をお祝いしたいと考えておりますのでよろし
くお願いします。 
100 周年事業へのご寄附にはたくさんの 21 期⽣

からご協⼒を賜り、貢献度の⾮常の⾼い期となり
ました。詳細は、同窓会事務局⻑の秋元さんの報
告をお読みください。また、幹事の皆さんの賛成
を得て、組織として 21 会からも 10 万円を寄附さ
せていただきました。蔵⼝会計からの決算報告で
ご確認ください。特定寄附・⼀般寄附共に⽬標額
を達成しましたが、使⽤⽤途の制限の少ない⼀般
寄附の募⾦活動はまだ続いていますので、寄附を
お忘れの⽅や追加の寄附をお考えの⽅は、ぜひご
協⼒をお願いします。 
新型コロナ感染が収まりつつあるといえども、ま

だ特効薬が普及している状況ではないので、我々
⾼齢者は⾃分⾃⾝で危険から遠ざかる⼯夫が必要
です。⼤胆かつ慎重に⾏動して、残りの⼈⽣を⼤
いに楽しみましょう。２年間中⽌してきた年明け
恒例の 21 会は、⼤阪・東京両⽅ともに開催予定で
す。改めて案内いたしますのでぜひご期待くださ
い。住⾼同窓会の個⼈年会費（\3,000）だけでな
く、21 期の年会費（\1,000）の納⼊もよろしくお
願いします。 

代表幹事：元⽊幹治（⼤阪）・⼭中英幸（東京） 
 

 
2021 年度（2021 年
4⽉ 1⽇から 2022 年
3⽉ 31⽇）の収⽀報

告です。2021 年度は 21 会会報を 2回発⾏しまし
た。⽤紙は Amazonで購⼊し、同窓会のコピー機
を利⽤して印刷し、ご近所の皆さんが北畠会館に
集まって、折と封⼊作業をして郵便局に持ち込み
ました。⽤紙代、コピー代、封筒代、切⼿代が
「印刷・郵送代」の 130,036 円です。会報に個⼈
年会費と寄附⾦の振込⽤紙を同封し、記事の中に
納⼊依頼の内容を記載したので、同窓会の期活動
⽀援制度（年度内 1回の郵送費補助）の適⽤を受
けることができ、それが補助⾦収⼊ 34,592 円で
す。また、100 周年記念事業に 21 会としての寄

住⾼ 21 会 会報 
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会計報告 

会計 蔵⼝康裕 



附が「寄附⾦」100,000 円です。同窓会では寄附
団体への優遇措置があり、北畠会館利⽤の際に必
要な維持管理協⼒⾦が免除されます。同窓会開催
や準備作業等で北畠会館を無料で使⽤することが
できるので、9⽉に予定されているホームカミン
グデイでも、終了後に 21 会懇親会を開催できる
ように北畠会館１階ホールを押さえています。ぜ
ひご参加ください。 
2021 年度収⽀は、寄附⾦を除いても 55,278円

の⽀出超過となっています。21 会会費は 1,000
円で、複数年分をご⼊⾦いただいている⽅々の分
を合わせても年会費収⼊は 70,000 円でした。今
後の 21 会運営は結構厳しいと予想されますの
で、是⾮とも年会費の納⼊をお願いいたします。
個⼈の会費納⼊状況は、会計が確実に管理してい
ますので、⾦融機関の⼿数料が⾼くなってきてい
る中、複数年分の⼀括納⼊も歓迎いたします。よ
ろしくお願いします。 

 

 

会費複数年分納⼊者( 2022 年 3⽉ 31⽇現在) 

 

 
 
 

 
食堂および周辺整備事業 

皆様のおかげで 100 周年を祝う記念事業の⼤⿊

    2021年度 収 ⽀ 計 算 書 
                             （2021年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇）

（単位：円）
科 ⽬ ⾦ 額 備 考

（収⼊の部）
  年会費収⼊ 70,000   

  補助⾦収⼊ 34,592   同窓会発送費補助

  雑 収 ⼊ 2,025   21ゴルフ会

  受 取 利 息 1

収  ⼊   計 106,618
（⽀出の部）
  寄 附 ⾦   100,000   100周年特定寄附⾦

  印刷・郵送代 130,036   会報１、２号

  ⽀払⼿数料 1,860
  慶 弔 費 30,000    ⻄秀訓⽒叙勲お祝い

⽀ 出  計 261,896
当期収⽀差額 -155,278

前期繰越収⽀差額 272,663
次期繰越収⽀差額 117,385

21 会費（1,000 円）納入のお願い 

21 会費は同窓会案内の発送費等に充当しま
す。ゆうちょ銀⾏へお振込ください。 
【ゆうちょ銀行から振り込む場合】 

 ⼝座番号：記号・番号 14150-77148951  
加⼊者名：住⾼ 21 会 会計 蔵⼝康裕  

【全国の金融機関ＡＴＭから振り込む場合】 

銀⾏名：ゆうちょ銀⾏  
店名：四⼀⼋店（ヨンイチハチ店） 
⾦融機関コード：9900  店番：418 
預⾦種⽬：普通 ⼝座番号：7714895 
加⼊者名：住⾼ 21 会 会計 蔵⼝康裕 

報告 

納入日 　氏名 金額 　対象年度

2020/8/19 都 恵都子 2,000円 ～ 2021

2020/8/21 元木 幹治 5,000円 ～ 2024

2020/8/24 酒井 冨美 5,000円 ～ 2024

2020/10/12 峪 道代 2,000円 ～ 2021

2021/6/17 蔵口 康裕 5,000円 ～ 2025

2021/6/17 里内 和子 2,000円 ～ 2022

2021/6/29 大片 久雄 3,000円 ～ 2023

2021/11/16 西 秀訓 5,000円 ～ 2025

2021/12/20 竹嶋 百合子 3,000円 ～ 2023

100 周年事業の経過 

⼋尾 隆 
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柱、⾷堂と視聴覚教室のリニューアルに加え⾷堂
に隣接する駐輪場の改修⼯事が完了しました。⾷
堂と連続した素敵な空間、テラスの誕⽣です。 
前号でも紹介しましたが、1階が⾷堂、2階が視

聴覚教室の独⽴棟は、私たちの頃の体育館辺りの
建物。学年全員で講演会など開ける場所がないと
いう学校の悩みを解決すべく、視聴覚教室と⾷堂
を⾳声・画像で結び、⼀体化して講演や説明会に
使えるようにしました。⾷堂には、これまでなか
った空調設備を整え、壁⾯に幅広いホワイトボー
ドも設置。まさしく多⽬的教室に⽣まれ変わりま
した。さらに隣接するテラスは、開閉⾃在のテン
トやオーニングも備え付け、強い⽇射しや⼩⾬を
しのげるオシャレなスペースです。⾷堂とともに
授業での利⽤はもちろん、⽣徒たちがさわやかな
⾵のもとで⾃由に語り合える場、教え合うことが
できる場が誕⽣しました。 

 
プレイベント「ホームカミングデイ 2022」 

「ホームカミングデイ 2022」を 2022 年 9⽉ 17
⽇（⼟）11：30〜16：00（受付は 11：00〜）に
開催します。改装後の⾷堂（名称：Sumiyoshi 
Community Spot）・視聴覚教室・⼀般教室などを
使って、講演会や⾼校内⾒学、授業体験などが予
定されています。講師は楽天グループ株式会社顧
問の有⾺誠さん（⾼ 27期）で、テーマは「IT ⾰
命」を「⽇常的ＤＸ」に進化させた新型コロナ
（仮題）です。会費 3,000 円が必要ですが、⾷堂
のご協⼒を得て、⽣徒達と同じメニューから何品
か限定で⼩ぶりにして⾷べ放題、お茶（ペットボ
トル）とコーヒー・お⼟産付きです。同窓会報同
封の振込申込やHPから申し込みと参加費⽀払い
ができます。授業体験は、元住⾼の教員でもある
⼋尾も依頼されています。⾝近な確率の話題など
提供する予定、良ければお楽しみください。 
なお、当⽇は、16 時以降に 21 期で北畠会館 1
階ホールを借りており、ご参加の皆さんで懇親会
を予定しています。コロナ禍なのでお茶・お菓⼦

程度しかご⽤意していませんが、⼼ゆくまでおし
ゃべりしてください。 
 
記念式典 

記念式典は、2022 年 10 ⽉ 29 ⽇（⼟）14：00
から、⼤阪府⽴国際会議場（グランキューブ⼤
阪）メインホールにおいて、⽣徒、教職員、保護
者が中⼼になって⾏います。PTA役員、後援会
会員、同窓会会員も参加できますので、ご希望の
⽅は是⾮ご参加ください。司会はMBSアナウン
サーの松井愛さん（⾼ 41 期）、記念⾏事として
Shion（Osaka Shion Wind Orchestra＜旧⼤阪市
⾳楽団＞）による吹奏楽が予定されています。 
 
記念祝賀会 

祝賀会は、2022 年 10 ⽉ 29 ⽇（⼟）17：00 か
ら、リーガロイヤルホテル⼤阪「⼭楽の間」「楓
の間」とリーガロイヤルホテル東京「ロイヤルホ
ールⅠ」で同時に開催します。参加費は 10,000
円。総合司会（⼤阪会場）は岡⽥泰典さん （元
TBSアナウンサー：⾼ 33期）で、両会場をネッ
トでつないで同時中継し、前半に創⽴ 100 周年ビ
デオ（過去〜現在の写真や映像とナレーションに
て歴史を振り返る）映写、後半は参加者・恩師に
インタビューして両会場で共有する予定です。 
元気に慶事の百歳を祝えるというのは稀有なこ

と。⾃分たちが⻘春を過ごした想い出あふれる住
⾼の記念⾏事に、皆さん⽅でお集まりいただき、
⼀緒に慶びたいと願っております。 
 

21 期⽣の 100
周 年 記 念 事 業
へ の ご 寄 附 の
状 況 を お知ら

せします。2022 年 5⽉ 20⽇時点において、⼀般
寄附・特定寄附を合わせて、125 名から 5,578 千
円のご寄附をいただきました。⼀⼈当たり寄附額
の平均値は 44,624 円ですが、中央値は 10,000 円

100 周年寄附状況 

秋元正久 

 3 



です。分布表を⾒ていただくとわかりますが、多
額の寄附をしてくださっている⽅が複数名いらっ
しゃいます。 
他の期との⽐較において、超⾼額寄附をお寄せい

ただいた⽅の期がありますので、⾦額的には第４
位ですが、寄附者⼈数においては断然トップです。
皆様⽅からのご⽀援ご協⼒、本当にありがとうご
ざいました。 
 

 
 
寄附⾦控除を受けることができる特定寄附は、
国税局に届けた内容（⾷堂リニューアルおよび⾷
堂周辺の整備事業）にしか充当できませんが、⼀
般寄附はそれ以外の⽬的（教室の IT化、記念式
典、記念誌、奨学⾦、北畠会館修繕等）に弾⼒的
に充当できます。まだ⼀般寄附は受け付けていま
すので、お忘れの⽅はぜひお願いします。以下に
⼀般寄附の⽅法を記載しておきます。 
 
一般寄附の納入方法（まだ受け付けています） 

① 郵便局：同封の払込⽤紙をご利⽤ください 
② 銀⾏振込 

住吉高校 100 周年一般寄附銀行口座 

銀⾏ 三菱 UFJ 銀⾏ 

⽀店名 北畠⽀店（店番 556） 

⼝座番号 普通：0158508 

⼝座名 ⼤阪府⽴住吉⾼等学校創⽴ 100 周年記念会 

 

 

 

③ 同窓会ホームページからの決済 
右記 QR コードからお⼿続きくださ

い。クレジットカード、コンビニ決済
等が利⽤できます。ただし、領収証は
決済業者から同窓会への着⾦⽇とな
り、通常２ヶ⽉後となります。 
 

 
恒例の年明けの大阪・東京 21 会 開催予定 

２年間開催できなかった恒例の年明けの 21 会で
すが、今年度は開催する予定で準備いたします。
例年通り、東京は 1 ⽉末、⼤阪は 2 ⽉上中旬の⼟
曜⽇のお昼になると思います。10 ⽉中に⽇時を
確定して、あらためて連絡いたします。お楽しみ
に。 
同封の振込用紙 

同窓会の期活動⽀援策（会報郵送費補助・北畠
会館利⽤維持協⼒⾦免除）の適⽤を受けるため
に、個⼈年会費と⼀般寄附の振込⽤紙を同封して
おります。ご協⼒よろしくお願いします。 
●ご都合が許せばぜひご参加ください 

①「ホームカミングデイ 2022」 
⽇時：2022 年 9⽉ 17 ⽇（⼟）11：30〜 
場所：住吉⾼校⾷堂 他 
※21 期懇親会は 16 時から北畠会館で 
②100 周年記念祝賀会 
⽇時：2022 年 10 ⽉ 29 ⽇（⼟）17：00〜 
場所：【⼤阪】リーガロイヤルホテル⼤阪 

    【東京】リーガロイヤルホテル⼤阪 
申込等の詳細は同窓会会報（7⽉中旬発⾏）で 

寄附⾦範囲 寄付額（円） ⼈数（名） 平均
1万円未満 49,000 10 4,900
1万円以上〜2万円未満 708,000 69 10,261
2万円以上〜3万円未満 348,000 17 20,471
3万円以上〜5万円未満 263,000 8 32,875
5万円以上〜10万円未満 390,000 7 55,714
10万円以上〜20万円未満 535,000 5 107,000
20万円以上〜30万円未満 660,000 3 220,000
30万円以上〜50万円未満 925,000 3 308,333
50万円以上 1,700,000 3 566,667

計 5,578,000 125 44,624

封筒の宛名⾯に印字されている４桁の個⼈番号と卒業

期を振込⼈⽒名の前に必ずご⼊⼒ください。 

例：21 期 住吉太郎 （個⼈番号 1234）さんの場合 

  ⇨ 1234-21 スミヨシタ（⼊⼒は 12 ⽂字まで） 

報告 

同窓会開催予告とお願い 

岡⼭保美（⼤阪）・⻄川 廣（東京） 
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