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9月23日

2011年

(金・祝)

鳳凰会総会 ホームカミングデーを開催

卒業生の皆さま、
本校へお越しください！
鳳凰会

総会

9:00〜9:45

鳳凰会では、卒業生同士の交流
促進を目的に様々な活動をして
います。今回、3 年ぶりに総会

e

om
welc o
t
R.U.

を開催いたします。
ぜひ、卒業生の皆さまのご参加
をお願いいたします。
新立敏美

鳳凰会会長

総会内容
■2010 年度 決算
■会計監査報告
■2011 年度 活動方針
■2011 年度 予算
■次期役員選出

ホームカミングデー

10:30〜16:30

母校の近況に触れ、懐かしい恩
師・同窓生との再会と交流、親
睦を深めてください。9 月 23

me
o
c
l
we o
t
R.U.

日、卒業生の皆さまのご参加を
お待ちしています。

汐崎澄夫

校長

企画概要
■生徒・保護者・卒業生企画
■フラワーアレンジメント教室
■お茶会
■模擬店
■国際企画
■クラブ・同好会 同窓会 ■展示企画
■懐かしの先生と語ろう ■大抽選会
など 盛り沢山の企画です！
■異業種交流会

記 念 講 演

間 寛 平 氏

小崎氏

千葉氏

ジ ョ ギ ン グ 教 室

がんばろう日本！ がんばろう卒業生！！
ホームカミングデーでは、東日本大震災被災者の方への募金活動を行ないます
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鳳凰会総会
ホームカミングデー
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感謝 出会い

絆

元気

日頃の感謝の気持ちをこめて…

2011年

月

日

●鳳凰会

総会

・2010 年度決算 ・会計監査報告
・2011 年度活動方針 ・2011 年度予算

9:00〜9:45
・次期役員選出

などを審議・承認を得ます。

●ホームカミングデー

10:30〜16:30

現在、
皆さまに楽しんでいただける企画を考案中です。

各企画申込方法の詳細は８月中旬に HP でお知らせします。

・㊗

時間：鳳凰会総会 9:00〜9:45
ホームカミングデー 10:30〜16:30
場所：立命館宇治中学校・高等学校

立命館宇治へお越しください！
ホームカミングデーは、

立命館宇治中学校・高等学校が日頃の感謝の気持ちをこめて、
皆さまを温かくお迎えする一日です。
地域の皆さま・卒業生・保護者・卒業生保護者等、
日頃ご支援いただいている方々、
ぜひ本校へお越ください。
世代を超えて絆を深めていただける一日になります。
ご家族とともに心ゆくまでご満喫ください。

記念講演 間寛平氏
※事前申込制

10:30〜
12:00

優・歌手
俳
( 予定 )
・
！
ト
る
ン
く
レ
て
治にやっ
お笑いタ
宇
館
命
連れて立
き
引
を
が卒業生
氏
平
寛
間
間氏はタレント活動を休止し、
2008年12月に大阪をスタートして
２年以上かけてマラソンと
ヨットで世界一周する
「アースマラソン」に挑戦。
2011年 1月に福岡港に上陸、
２年１ヶ月のアースマラソン
4万1000kmにも及ぶ長い旅を終えました。
世界各国の現地の人との
「出会い」「絆」
「元気」
「感謝」
一杯だったアースマラソン
魅力あふれる講演に乞うご期待ください。

ご出欠の回答は、
同封の返信用ハガキにて、9月1日（木）までに
お願いします。
（返信用ハガキには、個人情報保護のためのシールを貼って投函してください）
なお、
「総会」
出席の方は、
間寛平氏記念講演に申込みいただけます。
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event schedule

12:00

13:00

1

オープニング企画
12:15〜12:50

2
3
4
5

9
●

14:00

15:00

16:00

生徒・保護者・卒業生企画
13:00〜15:30

ジョギング教室 13:00〜14:30

2

2011 年度
幹事会を開催しました。

フィナーレ
16:00〜16:30

5 月 28 日 ( 土 ) 立命館宇治中学校・高等学校にて、2011 年度幹事
会を開催しました。( 出席者 11 名、委任状 157 名 )
新立会長挨拶の後、出雲副会長を議長として議事をすすめ、

アメフト教室 14:30〜16:00

お茶会 13:00〜15:10

8

6

懐かしの先生と語ろう！
14:00〜15:00

7

異業種交流会
15:00〜16:00

フラワーアレンジメント教室 13:45〜15:55

2010年度決算
＜収入＞

1

なりました。
＜支出＞
以下、概略を報告します。
活動助成金…129 万円の執行でした。卒業生にも活動助成金制度

★★★★★★

PoP CoRn

は浸透してきました。

★★★★★★

2

■第５回スポーツ教室 特別編 … ※事前申込制
①ジョギング教室
本校卒業生の小﨑まり氏、千葉真子氏によるジョ
ギング教室。夢の共演企画！

事務局
からの
お願い

♪

♪
★
★

②アメフト教室
パス大会・キック大会、フラッグフットボール
など多彩なメニュー

クラブ・サークル補助金…1 団体へ交付しました。
鳳凰賞………社会的に顕著な活躍をした同窓生を顕彰する制度で

★

すが、2010 年度は「該当者なし」でした。在校生
に贈る「激励賞」については、9 団体・個人に贈呈
しました。
在校生支援…高校 2 年生・3 年生を対象として「アカデミック・

★

模擬店出店・大抽選会景品
ご提供のお願い

デイズ」にアドバイザーとして参加した卒業生への
謝礼 ( 図書カード ) 等の一部を補助しました。
会務経費……会報誌「鳳凰」の作成と郵送料等です。

現在、模擬店の出店者や大抽選会で景品を

ご提供いただける方の情報を募っております。
皆さまのご協力をお願いします。

3

千葉真子氏
■お茶会 …
・宇治茶と和菓子を堪能してください

小﨑まり氏

♪

♪

4

■国際企画 …
・本校ネイティブ教員との交流を通じて異文化体験

★

♪

♪

★

＜決算＞
収入

活動助成金 ……………1,290,000

利息その他……9,280

クラブ・サークル補助金
……10,000

繰越金 …2,559,551

顕彰制度 ( 鳳凰賞 ) ……600,000

合計 ……8,583,831

在校生支援( アカデミック・デイズ )126,480

支出

会費収入 5,790,000 事業経費

活動助成金 ……………1,200,000

利息その他 …4,000

クラブ・サークル補助金…50,000

繰越金 …2,871,660

顕彰制度 ( 鳳凰賞 )………650,000

合計 ……8,665,660

在校生支援( アカデミック・デイズ )150,000
その他支援 ………………100,000

大会経費

ボウリング大会……………21,953

会務経費

印刷費 …………………1,023,250

総会経費 ………………………………300,000
会務経費

会議渉外費…………………50,000
名簿整備費 ………………500,000
交通費 ……………………100,000
消耗品費他…………………60,000

次年度繰越金 ………………………2,871,660

予備費 ………………………………2,395,660

積立金 …………………………………500,000
合計 …………………………………8,583,831

8

2. 特別会計
ホームカミングディについてのお問い合わせは

〒611-0031
京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1
立命館宇治中学校･高等学校 事務室内
Tel. 0774-41-3000 Fax. 0774-41-3555
E-mail：jimu@ujc.ritsumei.ac.jp

記念事業繰越金 8,000,000
記念事業繰入金 …500,000 一般会計より繰入

合計

2. 特別会計

合計 …………………………………8,665,660

収入

収入

積立金

印刷費 …………………1,160,000
郵送費 ( 委託費含む )…1,900,000

消耗品費他…………………14,679

■フラワーアレンジメント教室 …
・お花の生け方、ポイントを教えます

04

築します。
(５) 在校生への支援を積極的にします。
(６) 様々な年代が交流できる機会をつくります。
＜予算＞

交通費………………………93,140

7

・本校へのバス増発も予定しています

種大会 ( フットサル大会、テニス大会等 ) を開催します。
(３) 会報誌にも掲載し、各種同窓会開催を奨励・支援します。
(４) 各方面で活躍する同窓生を発掘できるようネットワークを構

会議渉外費…………………16,000

■異業種交流会 …
・社会で活躍している卒業生が集結。ネットワークを広げてください

■その他
・託児所も設けていますので、安心してお越しください

(２) 卒業生によるクラブ・サークルづくりを促進します。また、各

郵送費 ( 委託費含む )…1,926,669

6

9

取り組みを知ってもらえるような機会をつくります。
(２) 若手層にも積極的に関わってもらえるよう、本部役員会が中心
となって体制を構築し、各種イベント等を実施します。
２．具体的な取り組みについて
(１) ホームカミングデーを開催し、同窓生同士の交流を促進します。

その他支援…………………90,000

■懐かしの先生と語ろう …
・恩師と久々に再会し、当時の授業を体験

■展示企画 …
・46 年の歴史を振り返ったり、生徒の活躍を紹介

(１) 在校生や同窓生への支援を積極的に行なうとともに、鳳凰会の

収入

支出

会費収入 6,015,000 事業経費

5

9

１．基本方針について

1. 一般会計

1. 一般会計

■クラブ・同好会 同窓会 …
・卒業生のみなさん、先輩・後輩との交流を楽しんでください

■模擬店 …
・宇治ならではの特産品も準備しています

2011 年度の活動方針と予算
＜活動方針＞

新会員会費、繰越金、利息その他で合計 8,583,831 円の収入と

■生徒・保護者・卒業生企画 …
・生徒発表や保護者によるコーラス、卒業生による
ステージパフォーマンス

決算ならびに会計監査報告

(9 月 23 日総会で正式に決定します )

模擬店、企業協賛ブース、癒しの広場、展示企画 10:30〜16:30

event contents

活動報告

②2010 年度

③2011 年度 活動方針
④2011 年度 予算
について、役員および事務局より提案され、審議の結果、全て原案どお
り承認されました。

国際企画 13:00〜15:10
クラブ・同好会 同窓会
13:00〜14:00

①2010 年度

……8,500,000

積立金

記念事業繰越金 8,500,000

合計

……8,500,000

支出
積立金
繰越金
合計

記念事業費

2,000,000 ホームカミングデー費用として
6,500,000

次年度繰越金

……8,500,000

05

クラブ・サークル

設

立

報

告

今年度、
新たに「Rits-LABO OB 会」
の設立がありました。
〈設立にあたって〉

2010 年度卒業生 6 名で構成する
「Rits-LABO OB 会」

活
報 動
告

会報●鳳凰vol.15

■4月4日

私たちは活動助成金を
活用して
同窓会を開きました。

＊以下は2011年4月以降開催分です。
2010年度卒10組

■5月3日

2005年度卒8組

４月４日に京セラドームで行われた入学式の後、２０

５月３日に昨年の年末以来、約4ヶ月ぶりに元３-８

１０年度卒３年１０組の食事会を開催しました。卒業

のメンバーで小同窓会を行いました。

は、在学中に日本政府が実施した JENESYS Program

これまで「Rits-LABO OB会」は3回集まりました。

式から１か月振りの再会でしたが、高校生活の思い出

久しぶりの再会でしたが、いつもと同じくだらない話

に応募し、タイのバンコクへの 6 日間の派遣プログラム

1回目は立命館宇治へ行き、在校生との交流や今後の目標、
そして、外務省でプレゼンテーションをする予定があっ

話や、数日前からはじまった大学生活の話で大変盛り

で盛り上がり、笑いあえるところは月日が経っても変

上がることができました。とても仲の良かったクラス

わりませんね。

だったので、また集りたいです！そして次回会えると

私達も働き始めて2年目となり、いろいろな悩みを抱

きには、それぞれが大学生活を満喫して成長できてい

えているメンバーもいるようでしたが、そういったこ

ればいいなと思います。今回は活動助成金によってこ

とを忘れて純粋に再会を楽しめる素晴らしい仲間に恵

の会を応援して頂き、本当に有難うございました。

まれたことを嬉しく思います。

に参加しました。

たので、その準備をしました。この時、在校生から東日
本大震災の募金活動等にも取り組んでいくことの報告が

現地の高校生との交流を通じて環境問題に対する取り
組みの重要性を認識し、本校内に
「Rits-LABO」
団体を設

ありました。
2回目は、現状報告等の意見交換。そして、立命館宇治の
オープンキャンパスにて「Rits-LABO」の活動報告や後
輩にむけて話をする予定でしたので、その話す内容につ
いて打合せを実施しました。

立しました。
学校内外からペットボトルキャップを回収し、タイの高
校にゴミ箱を贈る環境保護運動を行いました。
現在もタイの学生との協議を通じて環境問題に取り組

また助成金という形で、このような機会をサポートし
てくださっている鳳凰会のご厚意にも感謝しておりま
す。
次回は８月に集まるということなので、次の再会を楽
しみに仕事を頑張りたいと思います。

そして3回目は、在校生メンバーに会い、様々な意見交換

んでいます。

を行いました。

6月5日 3年4組

■6月25日
6月２４日

2007年度卒3組
２００7年度卒３年３組同窓会

今回、立宇治を卒業してから初となる３−３同窓会を
開きました。集まった仲間とは就職活動の話や恋愛の
話、どうでもいい話などで大いに盛り上がりました。
また、今回「集まれよ。」と言ってくださった松岡先

今後は、OB・OGとして、在校生へ大学で学んだことを

生（中井先生）にも色々な相談に乗っていただき、す

伝えたり、今以上に視野を広げてもらえるよう協力して
いきたいです。

ごく為になるアドバイスなどを頂きました。本当に久
しぶりに集まったとは思えないようなバカ騒ぎをする
ことができました。しかし今回参加できなかった仲間
■4月29日

もいるので、是非大学生の時間のあるうちにもう一度

アメリカンフットボール部

「あー疲れた！」

集まりたいと思うので協力お願いします。いやー、楽

少し小さめの宴会場のドアを開けた遅刻者の第一声に、

しかったです。お前ら最高の仲間です。

皆の笑い声が沸きました。同時に、お疲れさん！、と
気遣いの声も飛ぶ。久しぶりに、昔の仲間が集まりま
した。今春、立命館大学を卒業したメンバーが集まり

■5 月 13 日

ました。中には、大学院へ進学した者や、諸事情によ

５月１３日、
吹奏楽部ＯＢ会の親睦会として、
１回生１

り５回生となった者もいましたが、ほとんどが、新し

名２回生１０名の計１１名が集まりました。普段は違

く社会人として社会へ出始めた者でした。

うキャンパス、違う学部に所属しているメンバーだっ

それぞれの現状や仕事の内容、過去の話や未来への不

たので、
久しぶりの再会に話も弾みました。
またこのよ

安を語り合いました。

うな機会があればさらに学年の垣根を超えて大人数で

吹奏楽部

今回集まれたのは、部員半分の１２人ほどであったが、 親睦会を開きたいと考えています。
それでも貴重な旧友との、新鮮な時間を過ごせました。
過去の仲間は今でも大切な仲間です。

卒業生
の活躍

みんなと出会えて、話を聞いて、また明日から頑張ろ

■6月26日

うと、と、そう思えました。

松川暉さん

クラリネットパートの同窓会を開催しました。吹奏楽

(2009年度卒)

部で一番人数の多いクラリネットパートですが、当時
の部活の頃の出席率の良さは変わらず、今回の同窓会
の出席率も１７人中１１人集まるといった出席率の良

現在、東京藝術大学を休学し、文化庁「新進芸術家・海外研修制度」
の研修員と
して 2010 年９月より英国ギルドホール音楽院に留学をしてヴァイオリンの
勉強をしています。
むねつぐ

2011 年 3 月 15 日〜19 日に名古屋市で開催された「第 3 回宗次エンジェ
（http://munetsugu-avc.com/）に参加し、
ルヴァイオリンコンクール」
第２位に入
むねつぐ とくじ

賞しました。コンクール主催者の宗次徳二氏は「CoCo 壱番屋」というカレー
チェーン店の創業者で、現在 NPO 法人「イエローエンジェル」
の理事長をされ、
音楽ホールのオーナーでもあります。宗次氏は若い芸術家を支援する為、コン
クールを主催し、優勝者にはストラディヴァリウスを、そして２位の私には
1764 年製「M.ヴェルゴンツィ（EX. ミンツ）」を２年間無償貸与して下さいました。
この楽器はコンクールの審査委員長でもある世界
の巨匠シュロモ・ミンツ氏が愛用されていた名器です。
ヴァイオリニストにとって、名器を持てることは大変幸せなことであり、主催
者の宗次氏や関係者の方々に大変感謝をしています。
コンクールの為、３月 11 日にイギリスから一時帰国しましたが、成田空港に着いた当日に東日本大震災が起きました。
東京では激し
い揺れを何度も経験しました。すべての交通機関が止まり、東京での数日間と名古屋への移動に大変苦労しました。そして東北で被災
された方々のことを思うと複雑な思いでした。貸与された楽器を大切に使わせて頂き、いつか演奏する機会があれば、震災に遭われた
方々やお世話になった立命館宇治の皆様のお役に立ちたいと思います。

吹奏楽部

６月２６日、２００８〜２０１０年度卒業の吹奏楽部

さでした。同窓会とは言っても毎月１回顧問の深江先
生と一緒にクラリネットパートアンサンブルを行って
■6月5日

3年4組

卒業して３か月も経っていませんが、早くも第一回同
窓会を開催しました。関東の大学に行ってしまった子
が関西に遊びに来るということを聞き企画したもので
す。みんなそれぞれ大学生活で忙しい中でしたが、出
来るだけ同窓会を優先してくれ２２人が集まってくれ
ました。同窓会ではそれぞれ大学生活の近況報告をし

いる私たち。あまり久々感はなかったものの普段アン
サンブルに来ることが出来ていないメンバーもいて近
況報告をしあったり、部活をしていた頃の話に花を咲
かせたりと盛り上がり、楽しい時間を過ごすことがで
きました。またこれからも定期的に開催したいなと思
います。今度は是非、深江先生も一緒に集まりたいで
す！

たり、高校の思い出話をしたりととても楽しい時間を
過ごすことができました。お店も２階を貸し切りにす
ることができ、とてもアットホームな雰囲気でした。
みんながこれだけ集まれたのも３年４組への思いがあ
るからだと思います。これからも定期的に同窓会を開
き、ずっと高校生活の思い出を大切にしていきたいで
す。鳳凰会の助成金のおかげであまりお金もかけずに
集まることができたので本当に感謝しています。あり
がとうございました。
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皆さまからの
投稿を
お待ちして
います

同窓生のみなさんへ
近況報告、同窓会の開催案内等、
お知らせください。
ただし、下記注意事項および投稿要領をご参照ください。
現在、会報紙「鳳凰」の定期号は年２回発行しています。

投稿される場合は1月および６月の各末日までにお送りください。
◆600字以内、写真がある場合は２枚以内でお願いします。
◆いただいた原稿そのままを掲載します。誤字・脱字にご注意ください。
◆卒業生本人が作成した記名記事とします。匿名、
偽名、
ペンネームはお断りします。
◆営利目的、特定の個人・団体等に対する誹謗・中傷、人権侵害、
セクシュアルハラスメントなどに繋がると思われる
不適切な表現がある場合は掲載しません。また、
「鳳凰会」の不利益となると判断される場合も掲載しません。

■活動助成金のお知らせ
同窓会 開催に「祝い金」をお贈りします。クラブ、クラス、学年などで同窓会を大いに開き、親睦と交流を深めましょう！
！
鳳凰会（同窓会）では、各種同窓会の開催を奨励す
るため、卒業生10人以上で同窓会を開いた場合、
人数に応じて「活動助成金」として祝い金をお贈り
しています。
【申請方法】
同窓会開催の前に
（２週間前までに）、所定の申請書を
事務局に提出してください。
申請書は、立命館宇治中高ホームページの「卒業生」
コ
ーナーにアクセスしてダウンロードしてください。
必要事項を記入したら、
メールまたは郵送し、事務局か
らの連絡を待ってください。
「卒業生」
コーナーのアドレス
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate.php
なお、事務局あてに「申請書」を添付してメールで送り
たい場合、その方法については上記同窓会コーナーの
一番最後にある
「メールによるご連絡はこちらへ」をク
リックしてお問い合わせください。

申請要項
１．同窓生10名以上の出席者があり、出席人数によって以下の金額を支出
します。
・10名〜15名＝1万円
・16名〜25名＝2万円
・26名〜50名＝3万円
・51名以上＝本部役員会で決定します。
なお、同一の学年、クラブ、クラス、団体の同窓会への支給は年2回ま
でとします。ただし、出席者の4分の3以上が同じ場合は同一の申請と
みなします。
２．同窓会開催2週間前までに、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、開
催要項(日時・場所・内容・代表者は必ず2名記入)を添えて事務局へ申
請し、会長が決済します。決済後、事務局から連絡しますので、祝金
を事務室まで取りにきてください。
３．同窓会終了後、1週間以内に会報紙「鳳凰」へ掲載する写真一葉以上と
記事原稿（400字以内）および出席者名簿(別紙の所定用紙)、領収書
を必ず提出してください。

「一人当たり年間6千円分」または「クラ
●クラブ・サークルに対して、
ブ・サークルの年間経費の10％」のいずれか金額の低い方を上限

■クラブ・サークル補助金制度について
●クラブ・サークルを3名以上の鳳凰会会員で設立したら、
クラブ・サー
クルを届け出てください。
「申請書」はホームページからダウンロー

い

事

務
お から 局
願

ドできます。

1回「決算報告」
「構成員名簿」
「鳳凰」掲載記事を提出し、総会また
はそれに代わる幹事会に出席して活動報告をしてください。
学校の様子、
後輩
（生徒）
達の活躍ぶりは、
こちらのアドレスへアクセス！！

◆住所・氏名の変更、幹事
（クラス代表）
交代の場合は、必ず事務局までご連絡ください。
◆学校のHP上に
「卒業生」
コーナーがあります。ここから事務局へメールが送れます。

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate.php
〒611-0031宇治市広野町八軒屋谷33-1

http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

立命館宇治中学校・高等学校事務室内

T e l：0774-41-3000
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として補助します。ただし、
この補助金を受けたクラブ・サークルは年

Fax：0774-41-3555

鳳凰会事務局

