＜１２０周年実行委員会とは＞
同窓会、育友会、学校の３組織から構成されており、それぞれの組織のメンバーから構成して
います。令和元年度に上記の実行委員会を組織しました。

平成３０年度１２０周年準備実行委員会報告
会議の名称

開催日

検討内容の概要

第１回常任理事会

平成３０年
（１）１２０周年事業について
５月１７日
（木） （２）実行委員会の設立内容
（３）事業内容
①体育館の幕新調②百年記念館改修
（４）財源（募金活動）について

臨時同窓会役員会

平成３０年
（１）１２０周年事業内容の検討
７月 ３日
（火） （２）記念式典、記念講演の実施
（３）体育館ステージ幕新調案

臨時常任理事会

平成３０年
（１）１２０周年事業内容の検討
８月 ９日
（木） （２）記念式典、記念講演の実施
（３）体育館ステージ幕、百年記念館改修、
正門の改修等

第２回常任理事会

平成３０年
（１）１２０周年記念実行委員会（案）
９月１１日
（火） （２）ねらい
（３）事業内容
①体育館ステージ幕の新調
②百年記念館改修、正門改修等
③記念式典、記念講演の実施
（４）１２０周記念式典実施日（案）
（５）募金活動

平成３０年度
同窓会総会

平成３０年
（１）実行委員会の設立提案
１０月 ７日
（日） （２）１２０周年・同窓会総会・記念講演会・
１２０周年パーティーなど日時（提案）
２０２０年１０月３日（土）に実施決定
以上の承認がなされた。

※平成３０年度は同窓会１２０周年記念実行委員会の設立を検討し、１２０周年・同窓会総会
・記念講演会・１２０周年パーティーなどの日時を検討・提案し承認された。

令和元年度１２０周年準備実行委員会報告
会議の名称

開催日

検討内容の概要

第１回常任理事会
（兼120周年実行
委員会）

令和元年
５月１４日(木)

（１）実行委員会の確認
（２）①体育館の幕新調
②百年記念館改修工事
玄関ドア、床修理、クロス、畳張替え

第２回常任理事会
（兼120周年実行
委員会）

令和元年
９月１０日(火)

（１）実行委員会の詳細確認
（２）１２０周年・同窓会総会・記念講演会・
１２０周年パーティーなど日時確認

令和元年度
同窓会総会

令和元年
１０月

（１）実行委員会の詳細確認
６日
（日） （２）体育館ステージ幕の寄贈
（３）１２０周年行事案
①百年記念館設備改修工事見積一式
②募金活動の実施
③１２０年実行委員会の開催随時
以上の承認がなされた。

※以上までの１２０周年準備実行委員会の会議は、同窓会常任理事会等を兼ねて実施した。

令和元年度１２０周年実行委員会報告
実行委員会回数

開催日

検討内容の概要

第１回実行委員会

令和元年
（１）１２０周年事業の概要（学校へ提案内容）
１０月３０日
（水） （２）新聞広告への掲載
（３）募金方法（寄付金）
（４）１００年記念館設備改修工事
（５）口座の開設について
（６）趣意書について
（７）記念講演について
（８）１２０周年パーティー（参加者拡大方法）
（９）今後の１２０周年実行委員会の開催日

第２回実行委員会

令和元年
（１）新聞広告への掲載
１１月２７日
（水）
①紙面の作成の流れ②紙面の内容③広告協力
企業④企業広告の依頼方法
（２）募金方法（寄付金）について
①募金趣意書見本②郵送封筒の作成③振込み
用紙様式作成④発送までの流れ
（３）１２０周年事業にかかわる事務的依頼事項
①寄付採納書類の作成②１００周年記念館改
装工事③募金活動の書類
10/30日の（５）以降は同じ検討項目。

第３回実行委員会

令和元年
（１）同窓会１２０周年実行委員会の各組織
１２月１８日
（水） （２）新聞広告への掲載（企業リスト）
（３）募金方法について（印刷物関係確認）
（４）１２０周年事業にかかわる事務的依頼事項
①収支予算書の作成②１００周年記念館改装
工事③募金活動の書類一式
10/30日の（６）以降は同じ。

第４回実行委員会

令和２年
（１）同窓会１２０周年実行委員会の組織
１月２３日
（木） （２）１２０周年事業にかかわる収支
（３）１００年記念館改装工事実施延期
（４）体育館ステージ寄付採納書類作成
（５）新聞広告への掲載について
（６）募金方法について（印刷物関係再確認）
10/30日の（６）以降は同じ検討項目。

第５回実行委員会

令和２年
（１）募金活動目標額変更
２月１３日
（木） （２）新聞広告の掲載（新聞関係）
依頼先候補リスト
（３）記念講演
（４）１２０周年パーティー（参加者拡大方法）
10/30日の（６）以降は同じ検討項目。

第６回実行委員会

令和２年
（１）新型コロナウイルスの影響によること
３月２６日
（木）
①企業募金実施有無②個人募金実施有無
③記念式典等の実施有無④同窓会総会・記念
講演会・１２０周年パーティーの実施有無
の検討等
（２）今後の予定
10/30日の（６）以降は同じ検討項目。

※例年１０月に開催している同窓会の総会・記念講演会・懇親会については、感染拡大が終息
しなければ中止せざるを得ない状況にある。また、新型コロナウイルス感染症の状況次第で
は令和２年１０月３日（土）の同窓会総会も、規模を縮小し少人数にて開催をしなくてはな
らない予定である。
※全ての１２０周年記念事業の開催・実施を１年程度延期する原案とし、来年度新型コロナウ
イルス感染症の状況に応じて慎重に再検討していくこととなった。
※それに伴い、各種記念事業（寄付金、記念講演会、記念グッズ制作、記念ＰＲ活動、記念研
究活動等）の準備活動も延期して開始できない状況となった。

令和２年度１２０周年準備実行委員会報告
※新型コロナウイルス感染症の影響で、前年度のように実行委員会形式としての会議を随時開
催することができず、１２０周年記念事業の内容検討が十二分に進んでいない状況にありま
す。１２０周年実行委員会が開催できないため、同窓会常任理事会等を兼ねて実施していま
す。
実行委員会回数

開催日

検討内容の概要

第１回常任理事会

令和２年
新型コロナウイルス感染症の影響で関係書類を
５月１４日
（木） 郵送して紙面開催とし、本年度の行事内容等の確
認を行った。

第２回常任理事会
（兼120周年実行
委員会）

令和２年
（１）１２０周年記念行事の実施有無
７月３０日
（木） （２）１２０周年事業の再開時期
（３）令和３年（２０２１年）の同窓会総会・講
演会・懇親会の日時案

第３回常任理事会
（兼120周年実行
委員会）

令和２年
９月

（１）１２０周年記念事業の延期
８日
（火） （２）個人への募金活動（案）検討
（３）令和３年（２０２１年）の１２０周年記念
式典、同窓会総会・講演会・懇親会の日時
決定

令和２年度
同窓会役員総会

令和２年
１０月

（１）創立１２０周年記念事業について審議
３日
（土） （２）創立１２０周年記念事業の今後の進め方
（３）１２０周年実行委員会の会議再開について
以上の承認がなされた。

令和２年度１２０周年実行委員会報告
実行委員会回数

開催日

検討内容の概要

第１回実行委員会

令和２年
（１）１２０周年記念事業（案）
１０月３０
（金） （２）寄付金（募金活動）
（３）祝賀会（120周年パーティー懇親会）
（４）記念講演
（５）新聞広告への掲載について
（６）今後の１２０周年実行委員会の開催日
※コロナ禍の状況を鑑み、企業への広告料依頼が
生ずるため新聞広告への掲載は中止することに
した。

第２回実行委員会

令和２年
（１）１２０周年記念事業
１２月１７日
（木） （２）寄付金（募金活動）
（３）祝賀会（120周年パーティー懇親会）
（４）記念講演
（５）今後の１２０周年実行委員会の開催日
※寄付金のお願い（募金活動）は実施することに
決定した。

第３回実行委員会
（第４回常任理事
会を兼ねる）

令和３年
２月

（１）１２０周年記念事業
９日
（火） （２）寄付金（募金活動）
（３）祝賀会（120周年パーティー懇親会）
（４）記念講演
※寄付金のお願い（募金活動）は３月下旬に郵送
することに決定した。

令和３年度１２０周年実行委員会報告
※新型コロナウイルス感染症の影響で、同窓会常任理事会等を１２０周年実行委員会として兼
ねて実施しています。
実行委員会回数

開催日

検討内容の概要

第１回常任理事会
（兼120周年実行
委員会）

令和３年
（１）寄付金の状況報告
５月１３日
（木） （２）コロナ禍における１２０周年記念事業
（３）他校の今後の周年行事の状況報告

臨時同窓会役員会
（兼120周年実行
委員会）

令和３年
６月

第２回常任理事会
（兼120周年実行
委員会）

令和３年
９月

９日
（木）

（１）記念式典、同窓会総会、講演会、祝賀会
（１２０周年パーティー「懇親会」）は
令和４年１０月１日（土）に延期
（２）寄付金の状況報告
（３）今後の予定

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言
８日
（火） をうけた影響で関係書類を郵送し紙面開催として
実施した。
（１）瑞穂の編集
（２）同窓会総会「役員総会」
（３）岐農祭一般公開について
（４）寄付金の状況報告

