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立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報
2014年8月発行
〒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

http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/
Tel: 0774-41-3000 Fax: 0774-41-3555

11月2日(日) 鳳凰会総会、
宇治高等学校50周年・
立命館宇治高等学校20周年
記念イベン
トを開催
記念イベントを開催

2014年

◉鳳凰会総会

11時30分〜12時15分

総会内容：2013年度活動報告 決算 会計監査報告
2014年度活動方針 予算 会則改定 役員選出
11月2日(日) 3年ぶりに鳳凰会総会を開催します。卒業生の皆さま、ご参加をお願いします。
※ご出欠の回答は、同封の返信用ハガキにて10月3日(金)までにお願いします。

新立会長

(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、記念式典・記念講演(野口 健氏)にて優先的にお席を確保させていただきます。
(入場チケットは総会終了後にお渡しします。300名の定員を超えた場合のみ事務局より連絡させていただきます)

11時〜15時
◉宇治高等学校50周年・
立命館宇治高等学校20周年記念イベント
・記念式典、記念講演…………野口 健氏（記念講演）
・ジョギング教室…小﨑まり氏（ノーリツ女子陸上部、本校卒業生）
福士加代子氏（ワコール女子陸上部）
・サッカー教室……京都サンガＦ.Ｃ.選手・スタッフ
野口健氏

小﨑まり氏

福士加代子氏

高校3年 井上眞由さん作

その他、皆さまに楽しんでいただける企画を準備中です
教職員一同 11月2日(日)、卒業生の皆さまとお会いできることを心より楽しみにしています！！
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記念式典（12:30
・記念講演（ 13:30
〜13:15 ）
〜15:00 ）
受付開始：11:30 ／ 対象：小学生以上 ／ 場所：大ホール

宇治高等学校 50 周年・
立命館宇治高等学校 20 周年

記念イベント

参加費無料

※会場が満員になり次第、入場をお断りする場合があります
※記念講演のみの参加はお断りします ※未就学児入場不可
アルピニスト

記念講演

13:30-15:00

『生きる』野口
の

ぐち

健氏
けん

第10回 スポーツ教室 --特別編 -参加費無料・事前申込制

2014年は、宇治高等学校が誕生して50周年、

サッカー教室

立命館宇治高等学校が誕生して20周年とな
ります。
宇治高等学校の設置から合併を経て現在に
至るまで、皆さまの理解と多大なご協力によ
り実現できたものです。

時間：11:30 〜 13:00

※HPよりお申し込みください。

場所：第一グラウンド

京都サンガＦ.Ｃ.選手・スタッフによるサッカー教室
対象： 年中（4歳）〜小学3年生 ※親子同伴に限ります
定員： 70組140名（定員を超えた場合のみ事務局より連絡させていただき
ます）
内容： 新しく出会った仲間と協力してパスやシュート練習をしよう。サッ
カーが初めての方でも楽しさを味わえます！

皆さまに感謝の気持ちを伝えるとともに本校
の教育活動を広く発信できる周年記念イベン
トを開催します。
お誘い合わせのうえ、本校へお越しください。

ジョギング教室

申込方法等の詳細は近日中に
本校ＨＰにはお知らせします

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

時間：13:30 〜 15:00

場所：第一グラウンド

小﨑まり氏（ノーリツ女子陸上競技部、本校卒業生）
福士加代子氏（ワコール女子陸上競技部） によるジョギング教室
対象：小学生以上
定員：100 名
内容：各コースに分かれてウォーキング・ジョギングを行います

○ウォーキングコース（約 4ｋｍ歩きます）
○初心者コース（約 4ｋｍゆっくり走ります）
○中級者コース（約 5ｋｍ走ります）
○上級者コース（約 6ｋｍ走ります※1ｋｍ5 分程度）

2014 年

11月2日（日）
時間：11：00〜15：00
場所：立命館宇治中学校・高等学校

小﨑まり氏

福士加代子氏

＊スポーツ教室参加の方へ＊
○飲料水、タオル等、必要な物は各自でご準備ください（着替場所はありま
せん） ○必ず事前に健康診断等を受け、体に異常がないことを確認してく
ださい ○雨天の場合も内容を一部変更し実施します（室内用シューズを持
参してください）

主催：立命館宇治中学校・高等学校
共催：立命館宇治中学校・高等学校鳳凰会（同窓会）、
同保護者会、同教育後援会
後援：宇治市・宇治市教育委員会
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イベント
1

宇治高等学校 50 周年・立命館宇治高等学校 20 周年記念イベント

Creating Futures

※企画内容・時間は変更する場合があります

メインステージ企画
11:00 〜 15:00

オープニングにチアリーダー部・吹奏楽部・書道部のコラボレーション企画や吉本興業の芸人、保護者会コー
ラス部グレース、卒業生によるダブルダッチ、今、注目のバンド ROYAL comfort も出演します。宇治市
在住の大道芸人による圧巻のパフォーマンスを実施します。14:30 からの大抽選会では旅行券やホテル食
事券等の豪華景品が多数当たります！

2

3

模擬店
11:00 〜 15:00

11:00 〜 15:00

京都サンガＦ.Ｃ.チームマスコット
「パーサくん」がきます

宇治の名産を楽しむことができる物産展や本場イン
ド料理、周年特製メニュー等、多数出店します。
お腹を空かせてお越しください！

4

親子ふれあい広場

クラブ・クラス同窓会

5

11:00 〜 15:00

ヘリテージ DECO 教室
11:00 〜 13:45

卒業生の皆さま、教室で同窓会をしませんか？
ご希望の方は、事務局までご連絡ください。

話題の最新デコパージュ、デコペーパーを使って素
敵な小物を作ります

6

7

小学生対象英語講座
11:30 〜 14:15

入試相談会
12:00 〜 13:00

小学生を対象としたネイティブ教員による英語教室
を開催します。全く英語が話せない方も安心して参
加してください

個別入試相談会を実施します

8

9

立宇治なべ先生のわくわく実験ショー
12:00 〜 14:45

本校、理科教諭の渡邊儀輝による実験ショーを行い
ます。ハラハラドキドキ？！体験企画です

10

グローバル体験企画
12:00 〜 14:45

本校で世界各国を旅行した気分が味わえます

お茶席

模擬店出店・大抽選会

13:00 〜 14:50

景品ご提供のお願い

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9月末まで募っております。
皆様のご協力をお願いします。

宇治茶と和菓子で皆さまを「おもてなし」します

イベントスケジュール

11:00

12:00

1
2

3

13:00

4 模擬店・親子ふれあい広場・クラブ・クラス同窓会

7 入試相談会

11:00〜15:00

11:00〜13:45

6 小学生対象英語講座

2001年卒業生倉木麻衣さんとのコ
ラボレーションで、生徒の多彩な個
性を生き生きと表現。本校公式サ
イトからご覧ください。

15:00

メインステージ企画 11:00〜15:00

5 ヘリテージDECO教室

立命館宇治
中学校・高等学校の
イメージ映像が
完成しました。

14:00

11:30〜14:15

12:00〜13:00

8 立宇治なべ先生のわくわく実験ショー
9 グローバル体験企画

◎託 児 所 も設 けていますの
で安心してお越しください。
※HP よりお申し込みください。

12:00〜14:45

12:00〜14:45

10 お茶席 13:00〜14:50

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/
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●鳳凰vol.21
2014 年度幹事会を開催しました。

6月7日(土)立命館宇治中学校・高等学校にて、2014年度幹事会を

開催しました。(出席者8名、委任状67名)

一般会計
●収入

会費収入… 5,130,000
繰越金…… 4,175,557
利息、
その他……12,372
収入計…… 9,317,929

新立会長挨拶の後、矢野副会長を議長として議事をすすめ、
①2013年度 活動報告
②2013年度 決算ならびに会計監査報告
③2014年度 活動方針
④2014年度 予算
⑤2014年度 会則改定
⑥2014年度 役員選出
について、審議の結果、全て
承認されました。

2013 年度決算

■収入
新会員会費、繰越金、利息その他で合計 9,317,929 円の収入とな
りました。
■支出
以下、概略を報告します。
活動助成金…… クラスなどの同窓会開催に対して、祝い金を支給しま
した。
顕彰制度……… 社会的に顕著な活躍をした同窓生を顕彰する制度です
（鳳凰賞）
が、2013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、５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。
印刷費・郵送費… 会報誌「鳳凰」の作成費と郵送料等です。
名簿整備費…… 名簿管理委託費です。

2014 年度の活動方針と予算

●支出

事業経費
活動助成金…………… 790,000
顕彰制度……………… 250,000
在校生支援…………… 135,500
その他支援金…………… 90,000
小計………………… 1,265,500
企画経費
事務経費………………………… 0
その他雑費…………… 560,266
小計…………………… 560,266
会務経費
印刷費………………… 852,334
郵送費……………… 1,958,098
名簿整備費…………… 191,047
会議渉外費……………… 32,250
一般消耗品費…………… 3,000
小計………………… 3,036,729
記念事業積立金………… 500,000
支出計………………… 5,362,495
収入・支出差引残

3,955,434

特別会計
●収入

積立金
記念事業繰越金 7,020,160
記念事業収入…… 500,000
収入計…………… 7,520,160

●支出

積立金
記念事業費……………… 0
支出計……………………… 0
収入・支出差引残 7,520,160

2014 年度予算
一般会計

活動方針

１．基本方針
⑴学年・クラス・サークルなど様々な形態の同窓会開催を促進し、同窓
生同士の交流と親睦を深める活動を積極的に進める。
⑵3年ぶりに開催する総会を立命館宇治中学校・高等学校にて行う。ま
た、宇治高等学校50周年・立命館宇治高等学校20周年記念イベント
を開催し、多くの同窓生に参加してもらう機会とする。
⑶本部役員会が中心となり、各種イベント企画・運営や広報活動などを
強化する。
⑷大学生を中心に交流する機会を創出し、鳳凰会会員として意識付けを
行う。
２．具体的な取り組み
⑴卒業生によるクラブ・サークルづくりを促進する。
クラブ、サークル補助金を活用してもらい、各種大会開催を検討する。
⑵同窓会の開催を支援する。
学年、
クラス、大学生等の特定年次の同窓会を支援する。
⑶在学生支援を行なう。
大学生による学部紹介や各種講演会などに対して、鳳凰会として在校
生を支援する。
⑷同窓会活動の広報をする。
会報誌「鳳凰」を利用し、同窓生の活躍などを伝えるとともに、学
校の教育活動を知ってもらえる機会とする。
⑸周年記念イベントを開催する。
同窓生同士の交流を促進し、学校の教育活動を知ってもらう機会とする。
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●収入

●支出

会費収入… 5,175,000 事業経費
活動助成金……………… 800,000
総会収入……… 70,000
クラブ・サークル補助金… 50,000
繰越金…… 3,955,434
顕彰制度………………… 700,000
利息、
その他……
3,000
在校生支援……………… 200,000
収入計…… 9,203,434
その他支援金…………… 200,000
小計……………………1,950,000
総会経費
事務経費………………… 200,000
その他雑費……………… 100,000
小計……………………… 300,000
会務経費
印刷費…………………1,000,000
郵送費…………………2,000,000
名簿整備費……………… 200,000
会議渉外費…………………50,000
交通費…………………… 150,000
一般消耗品費………………50,000
その他雑費…………………10,000
小計……………………3,460,000
記念事業積立金…………… 500,000
予備費……………………2,993,434
支出計……………… ……9,203,434

特別会計
●収入

積立金
記念事業繰越金
7,520,160
記念事業収入……
500,000
収入計……………
8,020,160

●支出

積立金
記念事業費… 3,000,000
支出計………… 3,000,000

退職教員の集いを開催しました。

6月14日㈯に「退職教員の集い」を開催しま
した。
宇治高等学校50周年・立命館宇治高等学校
20周年を記念し、退職された先生方に懐かしい
一時を過ごしてもらうとともに、結束をより強固
なものにするため開催しました。
当日は、フォックス校長をはじめ、現職教員と
の交流や現在の学校の様子等を伝えるなど和やか
な雰囲気で行われました。

最後に全員で11月2日㈰の周
年記念イベントを成功させるこ
とを誓い、会は終了となりまし
た。
卒業生の皆さん、11月2日㈰、
退職された先生方との久しぶり
の再会を楽しみにしてください。

◉出席された先生方 （五十音順）

Walters Mary 先生

川﨑 昭治 先生

大木 務 先生

北村 勝 先生

谷口 實 先生

小畠 敏夫 先生

谷端 孝康 先生

桂 博司 先生

小野 房子 先生

坂上 浩一 先生

中川 惠 先生

汐崎 澄夫 先生

西川 孝次 先生
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加藤 敏春 先生

亀田 晃巖 先生

田尻 茂隆 先生

増田 潔 先生

谷口 栄一 先生

円山 治行 先生

●鳳凰vol.21
学 校 か ら の お 知 ら せ
●●●●●●●●●

スーパーグローバルハイスクール指定校になりました。

Super
Global
High
School
◎スーパーグローバルハイスクールとは
去る３月２８日、本校は文部科学省から「スーパーグローバルハイ

ために、スーパーグローバルハイスクール事業を展開して行きます。

スクール（SGH）」指定を受けました。全国で 56 校、京都で 4 校が、約 5
倍の難関を突破し指定を受けました。本校は創立以来国際教育をすす

この SGH 構想は日本の未来を大きく変えることになる野心的なと
りくみです。現在の大学入試制度を代表とする伝統的な日本の教育理

め、2000 年に IP コース（現・IM コース）を設置、2009 年に国際バカロ
レア・ディプロマプログラム（IBDP）認定を受け、グローバル人材育成

念や方法を全て否定するわけではありません。その理念と方法は今日
まで様々な偉大な人物を多数生み出してきました。ただ世界の中の日

の教育を展開してきました。それだけに、今回の指定は望外の喜びで
あります。

本を意識しなければならない時が来ているのではないでしょうか。
「グローバル」という新局面に向けて打開を図らなくてはなりません。

本校は、確かな基礎学力と高度な探究学力の養成、海外進学への道
が開かれた中高大一貫教育によって社会に貢献する人材の育成を目

次の世代が行動する舞台は日本国内だけではなく広い大世界なので
す。その活躍に最も相応しい方法は本校の IB 教育をベースに置く

指してきました。近年、IB（国際バカロレア）コース・IM（イマージョン）

SGH 構想だと確信しています。

コースの展開により、海外大学への合格者・進学者が増加し、成果が
出始めています。今後、IB 教育が本校グローバル・リーダー育成の牽
引役を果たすと同時に、「国内育ちの生徒がグローバル・リーダーと

ここまで進んで来られたのは皆様の惜しみないご支援やご協力が
あったからこそです。多くの力を結集すれば更なる発展が望めます。
これからも何とぞご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

して成長する」ことを念頭に入れ、これらを圧倒的な規模で実現する

スーパーグローバルハイスクール（SGH）は、「急速にグローバル化が加速する現状を踏まえ、社会課題に対する関心と深い教養に加
え、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、将来、国際的に活躍できるグローバルリーダーを高等学校段階か
ら育成する」（文部科学省）ことを目的に、2014年度から5年間の指定を受ける事業です。
◎本校は、「社会貢献とイノベーションの志で問題解決に挑む人材の育成」をテーマに、以下の４つの研究課題に取り組みます。

4 つの研究課題
（1）「宇治・京都・世界をつなぐグローバル・アントレプレナーシップ（起業家精神）の研究」の統一テーマに基づき、「世
界の環境・社会問題を解決するソーシャル・ビジネス」「グローバル企業におけるCSR戦略」「宇治・京都の文化を世界に
発信するビジネス」の3テーマを英語で追求する課題研究科目「Global Leadership Studies」のIMコースでの実践。
（2）国際バカロレア・ディプロマプログラムの方法論を活かした、日本語によるPBL型授業科目「TOK」「歴史」「物理」の
文科・理科コースでの実践。
（3）グローバル・チャレンジ・プログラム（GCP）の内容充実、海外大学研修プログラムの充実、IMコースにおける新規留学
プログラム（英語と第三言語を習得するトリリンガル留学やトップアスリートの育成を目指すスポーツ留学）の開発。
（4）国際高校生フォーラム（ISF）の開催、短長期外国人留学生の大規模受け入れの実現。
※ TOK：Theory of Knowledge ＝「知識の理論」というIBのコア科目
※ PBL：Problem-Based Learning ＝ 問題解決型学習

本校は、「スーパーグローバルハイスクール（SGH）」の事業を通じて、これまで築き上げてきたグローバル人材育成教育の到達点を
さらに高度化し、日本の中等教育および高等教育の質的な転換に貢献することを目指していきます。

2014 年度より、

高校の新しいコース（文科コース・理科コース）の
学びがはじまりました。
コース全体図▼
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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2014年3月以降開催分です。

■3月9日 2010年卒 3組
卒業間近ということで、栄える 3
月9日 に3組大同窓会を開催しま
した。担任である高野阿草先生含
め、26名が3年3組の教室に集ま
ることができました。
高校時代の思い出を懐かしみなが
ら、高校を卒業したあの日から4年
が経ったことも実感しました。
久しぶりに再会した友でありなが
ら、緊張感もなく3組らしい明るく
元気な雰囲気で過ごすことができ
ました。
4月からそれぞれ違う道を進むこと
になりますが、高野先生から教
わったように、 一生懸命前向き
に突き進むこと を胸に抱き、頑
張っていきたいと思います。

■3月15日 立命館宇治高等学校
16期同窓会
10組あったクラスが160名以上と、
先生方が集まり大きな同窓会とな
りました。
多くの人が、大学を卒業という節
目の時。まだ在学する人、大学院
に進学する人、就職する人などた
くさんの人たちと出会えました。2
時間というあっという間の会でし
たが、久しぶりの顔ぶれに微笑む
先生の姿を見ることもでき、また
思い出話や、今後の将来の自分に
ついて語り合えた時間になったこ
とだと思います。「生きろよ。」
という浦井先生の言葉を心に留め、
またこれからの道に進んで、また
いつか出会いましょう。ご参加い
ただいた先生方、みなさんありが
とうございました。

同時に活気に満ち溢れたものとな
りました。
乾杯後、全体が盛り上がったとこ
ろで、出席者全員の名前が入った
ボックスから順にくじを引き、引
かれた名前の人が簡単に近況報告
をするという、近況報告ゲームを
行いました。みんなそれぞれ様々
な仕事をしていたり、家庭を持っ
ていたりと、驚きあり笑いありの
報告になりました。近況報告会の
後は歓談の時間が取られ、久々に
会う仲間や先生との会話に花を咲
かせていました。
同窓会の後半には、高校時代の思
い出の写真を集めた動画などが流
され、感動的な雰囲気になりまし
た。そして最後は、みんなから
「またやろう！」という声がたく
さん挙がるような素晴らしい同窓
会となりました。

■3月29日 2008年卒 1年9組
昨年末にも一度集まったのですが、
前回は担任だった東前圭先生も参
加して下さり、年末ということも
あって関東に住んでいる人たちも
何名か参加してくれました。今回
は2か月ほど前から企画し、その時
には参加できなかった人たちにも
参加してもらえたのでとても嬉し
かったです。久しぶりだったので
募る話もあり、とても盛り上がり
ました。どちらかというと、昔話
というより近況や最近の出来事の
話で盛り上がった気がします。私
たちは、社会人になって長くてま
だ３年目すが、みんな変わってい
なくてとても安心しましたし、懐
かしい雰囲気でした。私は立宇治
の友達と一緒にいるととても落ち
着くな、と改めて感じました。こ
のように集まるきっかけをくださ
る鳳凰会にも感謝しています。大
学院組や留学に行っていて今年か
ら社会人になる人たちも多いので、
落ち着いた頃にまた集まれたらい
いな、と思います。

■3月23日 女子バスケットボー
ル部OG会
毎年恒例となっているこの会は、3
月に卒業した卒業生とこれまでの
卒業生（大学生・社会人）、そし
て現役の部員が集まり、年1回の開
催でありますが、学年の枠を飛び
越えて女子バスケットボール部の
絆を深める会となっています。今
年は総勢45名となりました。
午前中は懐かしい食堂のメ
ニューを食べながら親睦会を開催
しました。先輩・後輩がお互いに
近況報告や情報交換をする中、昔
話になると大いに盛り上がりまし
た。
午後からは、体育館で卒業生と
在校生でバスケットボールのゲー
ムをして、さらに交流を深めまし
た。体を動かすこと、ボールを持
つことが久しぶりという卒業生が
多かったが、いざ試合が始まると
真剣勝負！！昔のプレーがよみが
えってきました。ナイスプレーが
あったり、珍プレーが起こった
り・・・笑いや歓声の中、楽しい
時間を過ごしました。

■5月4日 宇治高校＆立命館宇治
高校ラグビー部創部35周年記念イベ
ント
ラグビー部のOBOG組織は、宇治
高校から立命館宇治高校へと変化
する中で繋がりが途絶えてしまい、
それぞれがバラバラに現役を支援、
双方の交流も無い状態が長く続き
ました。しかし一昨年、宇治高校
OBの本間先輩、立命館宇治高校
OBの堀内・高木先輩を中心に改め
てひとつの組織として活動を開始
することができました。
当日は昼に現役、OB、それぞれが
試合を行い、夜には京都タワーホ
テルにて現役とその保護者、
OBOGを含めた総勢114名の方が
パーティーに参加され、創部秘話
をまとめたDVDやトップリーグに
て活躍されているOBからのプレゼ
ント抽選会など、世代を越えて大

■3月23日 2005年卒 2年3組
2005年卒業、元2年3組の同窓会
を新風館３階にあるカフェサロン
烏丸で行いました。総勢26名の仲
間と当時の担任だった高橋（土
橋）先生が集まり、会場は乾杯と
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いに盛り上がることができました。
諸先輩方との交流を通じてラグ
ビー部の歴史、つながりを改めて
感じるとともに、現役の更なる活
躍、悲願である花園出場の実現に
向けて、これからも精力的に支援
していきたいと思います。

■5月6日 2009年度卒 SEL同
窓会
毎年恒例の SEL の同窓会。今年は
いつもより多い 10 人が集まりま
した。社会人になり関西を出た人も
多いのですが GW のためまた関西
で集まることができました。久しぶ
りの再会に楽しい時間を過ごしま
した。高校時代、大学時代の話、また
卒業してからの話など話題は尽き
ることはありませんでした。高校三
年間同じクラスだったこともあり、
学生時代が非常に懐かしく感じら
れ、クラスメートが頑張っている話
を聞くと刺激を受けました。今後も
それぞれの道に進むことでお互い
に頑張っていこうと思います。次回
はさらにたくさんの人数、また先生
方もお呼びして集まれたら、と思っ
ています。

■5月10日 2007年卒
私の結婚式を兼ねて2007年卒業
生10名と同窓会を開催致しました。
社会人となり、勤務先、勤務地も
バラバラの為、会うのが久しぶり
の同級生もいましたが、時間を忘
れて学生時代の思い出を語り合い
ました。
結婚披露宴についても同窓生のお
陰で大変盛り上がり、忘れられな
い一日となりました。
このように素晴らしい一日となっ
たのは来てくれた同窓生、ならび
に鳳凰会様のお陰でございます。
また近いうちに来れなかった同窓
生も含め、集まりたいと思す。

同窓生のみなさんへ

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。

制服を
リニューアルしました︒

皆さまからの
投稿を
お待ちして
います

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。

■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/
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、会長が決裁します。決裁後、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。

■クラブ・サークル補助金制度について

「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
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
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。

い

事

務
お から 局
願

●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
ドできます。

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/
〒611-0031京都府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

Fax：0774-41-3555
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鳳凰会事務局

