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立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報

2020年8月発行

　学校では、生徒
登校ができない期
間、生徒たちの学
びを継続できるよ
う、オンライン授
業・遠隔学習など
さまざまな取り組
み を し て き ま し
た。

　朝はオンライン会議システムZoomを利用したクラスSHRから始まり、Zoomでのオ
ンライン授業、Classiなどを利用した教材配信での授業、YouTubeでの体育の授業動画
配信など、さまざまな工夫を凝らした授業を行いました。
　中学1年生は、会ったことのない友達との垣根をデジタルの力で乗り越えていました。

　高校１年生は１日も登校できておらず，クラス
メイトとも会ったことがないながらも，担任の先
生の指導で学級づくりが進んでいます。あるクラ
スではZoom昼食会が始まりました。３時間の授
業後に，みんなでお昼ご飯を持ち寄って，Zoom越
しのお話をしています。

　日頃は、鳳凰会の活動につきまして、ご理解、ご協力をいただき深く感謝申し上
げます。
　さて、今年は、新型コロナウィルスにより、国内はじめ世界中が非常事態に見舞
われており、会員の皆様も、大変な日々をお過ごしの事かと存じます。
鳳凰会の活動も、計画中であった三年に一度の総会を、早々と中止せざるを得ませ
んでした。
　すべてにわたり、当たり前に出来ていたことが、出来ない今、新型コロナウィル
スと向き合いながら、先ずは負けないようにすることが大事です。
　こんな状況下ではありますが、乗り越えた先を見据え少しずつ前に進んで行き
ましょう。
　最後に、母校の益々の発展と会員皆様の健康を願ってやみません。

立命館宇治中学校・高等学校
「同窓会」 ホームページ
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/
ujc/graduate/

立命館宇治中学校・高等学校鳳凰会
のfacebookを開設しています。
http://www.facebook.com/
ritsumeikan.ujc

皆さん、上記URL
に 入 っ て「 い い
ね！」をクリック
してください！

コロナ影響下での母校の取り組み

会　長　ご　挨　拶

〒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　
鳳凰会事務局
Te l ： 0774－41－3000　
Fax ： 0774－41－3555
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同窓生のみなさんへ

鳳凰会会員の皆様にお願い
鳳凰会は主に卒業生の終身会費により運営されていますが、拡大していく会員数から発生する郵送費等の増大により、財政状況は年々

厳しくなってきています。これまで各種助成金の支給基準の見直しや同窓会企画の簡素化等により経費節減に取り組んで参りましたが、

今後一層の効率化のため、会報誌「鳳凰」につきましてはＨＰの掲載による配布を基本とし、ペーパレス化を図ることにいたしました。

実施時期につきましては現在検討中ですが、今まで通り冊子を希望される方につきましては、お申込により送付させて頂く予定です。

今後も引き続き効率的な予算運営を図り、鳳凰会の財政基盤の強化に努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
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第一回 Se cond 成人式報告

次回の Second成人式の開催予告 幹 事 紹 介

立宇治 第3期生
蒋池　克哉

　2019年11月2日（土）、京都タワー
ホテルにて立宇治1期生（’98年度卒）
と2期生（’99年度卒）限定で、成人式
×2＝40歳という新たな節目に「セカ
ンド成人式」を開催しました。これは社
会人になり様々なキャリアを積まれた
卒業生同士が新たな交流を広げる場を
設けるという目的もさることながら、
単に久しぶりに会える先生や同級生、
先輩、後輩との再開を楽しんでもらう
場として大変皆さんには楽しんで頂け
た集いとなりました。

　当初2020年11月に開催するべく準備を進めて
おりました2020年度鳳凰会総会は、新型コロナウ
イルスの感染拡大に伴い中止といたしました。
　総会に代わり臨時常任幹事会を招集し、役員の改

　昨年作りましたキャッチ
コピー「鳳凰舞う 香り立つ
宇治」とともに様々な場面で
活用し、会員の皆様に「鳳凰
会」の名前を広く知ってもら
いたいと思います。

　第二回となる次回も2021年に

開催を予定しております。前回に

は1、2期生より3、4期生へ幹事の

バトンを繋ぐ「継承式」も行われ、

1期生から始まる立宇治の連鎖を

後に繋げて頂きたいと思います。
立宇治 第4期生
木下誠一朗

2020年度鳳凰会総会　開催中止のお知らせ

氏　　　名 卒業年 氏　　　名 卒業年 氏　　　名 卒業年

2020年度
鳳凰会役員
及び

常任幹事会
メンバー

役　職
会　長
副会長
副会長
副会長
会　計
会　計
庶　務
庶　務
庶　務

出　雲　健　彦
矢　野　達比古
吉　田　　　仁
長　島　拓　也
谷　口　博　司
元　村　友　哉
北　村　忠　彦
林　　　龍　徳
高　野　阿　草

1975
1998
1999
1999
1975
2006
1998
1999
2002

役　職
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事

井　上　　　敢
高　橋　真　悟
牛　田　智　子
前　田　耕　輔
蒋　池　克　哉
木　下　誠一朗
山　口　慶　人
猪　股　　　弘
高　山　竜　一

1991
1995
1999
1999
2000
2001
2010
2015
2016

役　職
常任幹事
常任幹事
常任幹事
常任幹事
監　査
監　査
顧　問
顧　問

安　井　朋　香
古　田　倖　基
清　家　すみれ
亀　田　朋　希
宮　山　昭　和
水　口　貴　之
新　立　敏　美

ヒックス　ジョーゼフ

2016
2018
2019
2020
1975
1999
1970

（校長）

鳳凰会のロゴマークをつくりました。

選等について審議いたします。また、臨時常任幹事
会の審議内容は、次回発行の「鳳凰」にて報告いたし
ます。
　なお、次回の開催は2023年を予定しております。
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　京都府と奈良県の高校生による書道パフォーマンスの大
会が、８月24日に開催され、高校書道部が優勝いたしました。

　26回目を迎えた今年の興風祭は「RITS UJI PARK」を
キャッチコピーに掲げ開催いたしました。

8/10　書　道

　Space Robot Contest 16 に高校自然科学部が出場し、
全国の予選を勝ち上がった約100チームの中から初出場な
がら決勝のベスト16に進出いたしました。

高校自然科学部

　本校のバトントワリング部が「第47回バトントワーリン
グ全国大会」に参加し、中学が２位、高校が３位となりました。
念願の日本一へとまた大きく近づいた大会となりました。

12/7　バトントワリング 全国大会

　第３回全国高校生フォーラム（SGH・WWL・Glocal共同）
が開催され、立命館宇治をはじめ、WWLの連携校など７校が
参加しました。ポスターセッションで日頃の研究成果が発表
され、またSDGｓをテーマにグループディスカッション、プ
レナリーセッションが行われました。ポスターセッションで
は立命館宇治が審査員長賞を受賞いたしました。

12/22　全国高校生フォーラム

９月　興風祭8/14　甲子園応援ありがとう

立命館宇治中学校・高等学校 TOPICS

　硬式野球部が、第101回全国高校野球選手権京都大会で
優勝し、夏の甲子園としては37年ぶり３回目の出場を果た
しました。
　甲子園では初戦を秋田中央高等学校と対戦、１対０で勝利
し甲子園での歴史的一勝をあげました。
　続く２回戦は本大会で準優勝校となりました、強豪星稜高
等学校と対戦。接戦の末３対６で敗退となりました。選手達
は最後の一瞬まであきらめることなく全力で戦い、スタンド
をエンジ色に染めた5,000名の大応援団に希望を与えてく
れました。

12/22　アメリカンフットボール日本一

　高校アメリカンフットボール部は、横浜スタジアム
で開催された第50回全国高等学校アメリカンフット
ボール決勝（クリスマスボウル）で勝利し、1995年の
創部以来25年を経て初めての全国制覇を成し遂げま
した。
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1/12　全国女子駅伝 立宇治生 活躍

1/26　高校チアリーダー部全国大会

　皇后杯第38回全国都道府県対抗女子駅伝が開催され、立命館宇治高校生３人が出場した京都府は３年ぶり17回目の優勝を果たしました。立命
館宇治の３人はいずれも区間１位の活躍で、優勝の原動力となりました。

　高校チアリーダー部は第30回全日本高等学校チアリーディング選
手権大会に出場し、準決勝に進出しました。

2/3　高校女子柔道大会団体近畿３位

　高校生1・2年生を対象とした近畿高等学校柔道新人大会（団体試合）
が開催され、優勝を目指し臨んだ本校女子柔道部は惜しくも準決勝で
敗退し3位となりました。

3/9　卒業式

　第26回高等学校卒業証書授与式が大ホールにて挙行され、355名の
卒業生が巣立っていきました。
　新型コロナウイルスの影響を受け、卒業生と教職員だけの卒業式と
なりましたが、厳粛な雰囲気の中、素晴らしい式となりました。また式
の様子はWEB中継を行い、参加できなかった保護者の皆様にも視聴し
ていただくことができました。

新校長紹介

新幹事ご紹介

2019 年度 鳳凰賞 激励賞 が以下の通り決まりました。

・高校アメリカンフットボール部（高校）【団体】　＊クリスマスボウル勝利、初の全国制覇

・らおにん（高校）【団体】　＊ラオスでの教育支援・起業支援活動の実践報告が、全国高校

　フォーラム審査委員長賞受賞

・ 岡田恵里佳（高校）【個人】　＊柔道 57ｋｇ級 全国大会優勝

・ 吉村　美里（高校）【個人】　＊全国高校生中国語スピーチコンテスト中級暗唱の部２位

・ 中学バトントワリング部（中学）【団体】　＊全国大会金賞（２位）

　8年間立命か宇治中学校・高等学校の校長を
務められたフォックス チャールズ先生の後
を引き継ぎ、2020年4月ヒックス ジョーゼフ
先生が校長に着任されました。ヒックス先生
は前職ＡＰＵの教授で、国際教育に力を注ぐ
他の中高一貫校の校長も歴任されています。
鳳凰会は国際教育の経験豊富な校長を迎えた
母校立命館宇治を引き続き支援していきます。

10組 亀田　朋希
常任幹事（学年代表幹事）

新幹事

１組 ２組 ３組 ４組 ５組

６組 ７組 ８組 ９組 10組

植田　愛理
高尾　一光
天井　空弥
三浦　友紀

岩田　秋桜
籔内　健太
森本晃太朗
山崎　　凱

島本　麻衣
脇坂　　純
岩村遼太郎
崎浜ジェイニー

南田　　億
横田　航大
續木　　萌
藤本　康生

竹本　亘希
堀川　　茜
石原　　慶
林　　伶南

　クラスより選ばれた2019年度の新幹事をご紹介いたします。新幹事さんを中心に学
年やクラス、クラブなどの同窓会を大いに開催して、交流と親睦を深めてください。

鳳凰会では、現役の中高生対象に、顕著な活躍をたたえるとともに、今後のさ

らなる飛躍を期待し「鳳凰賞激励賞」を設けています。2019 年度は下記団体、

個人が授与いたしました。

●鳳凰vol.30
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が開催され、優勝を目指し臨んだ本校女子柔道部は惜しくも準決勝で
敗退し3位となりました。

3/9　卒業式

　第26回高等学校卒業証書授与式が大ホールにて挙行され、355名の
卒業生が巣立っていきました。
　新型コロナウイルスの影響を受け、卒業生と教職員だけの卒業式と
なりましたが、厳粛な雰囲気の中、素晴らしい式となりました。また式
の様子はWEB中継を行い、参加できなかった保護者の皆様にも視聴し
ていただくことができました。

新校長紹介

新幹事ご紹介

2019 年度 鳳凰賞 激励賞 が以下の通り決まりました。

・高校アメリカンフットボール部（高校）【団体】　＊クリスマスボウル勝利、初の全国制覇

・らおにん（高校）【団体】　＊ラオスでの教育支援・起業支援活動の実践報告が、全国高校

　フォーラム審査委員長賞受賞

・ 岡田恵里佳（高校）【個人】　＊柔道 57ｋｇ級 全国大会優勝

・ 吉村　美里（高校）【個人】　＊全国高校生中国語スピーチコンテスト中級暗唱の部２位

・ 中学バトントワリング部（中学）【団体】　＊全国大会金賞（２位）

　8年間立命か宇治中学校・高等学校の校長を
務められたフォックス チャールズ先生の後
を引き継ぎ、2020年4月ヒックス ジョーゼフ
先生が校長に着任されました。ヒックス先生
は前職ＡＰＵの教授で、国際教育に力を注ぐ
他の中高一貫校の校長も歴任されています。
鳳凰会は国際教育の経験豊富な校長を迎えた
母校立命館宇治を引き続き支援していきます。

10組 亀田　朋希
常任幹事（学年代表幹事）

新幹事

１組 ２組 ３組 ４組 ５組

６組 ７組 ８組 ９組 10組

植田　愛理
高尾　一光
天井　空弥
三浦　友紀

岩田　秋桜
籔内　健太
森本晃太朗
山崎　　凱

島本　麻衣
脇坂　　純
岩村遼太郎
崎浜ジェイニー

南田　　億
横田　航大
續木　　萌
藤本　康生

竹本　亘希
堀川　　茜
石原　　慶
林　　伶南

　クラスより選ばれた2019年度の新幹事をご紹介いたします。新幹事さんを中心に学
年やクラス、クラブなどの同窓会を大いに開催して、交流と親睦を深めてください。

鳳凰会では、現役の中高生対象に、顕著な活躍をたたえるとともに、今後のさ

らなる飛躍を期待し「鳳凰賞激励賞」を設けています。2019 年度は下記団体、

個人が授与いたしました。
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　2020年1月13日（月）午後6時半より、立命館宇治中学校成人
を祝う会を行いました。久々に顔を合わせた人たちも多く、思い
出話や学校、バイトの話で大盛り上がりでした。
　式の途中では中学校時代の写真などをまとめたビデオを流し、
思い出を振り返ると共に、卒業してから5年が経ち成人を迎えた
自分たちの成長を感じることも出来ました。

　60歳の卒業生から30歳の卒業生まで約
30人が集まり昔の話に花を咲かせました。
　当時の監督の鈴木先生夫妻もお越しになり、
ご長女の東京オリンピック出場を卒業生みん
なでお祝いし楽しい時間となりました。

　令和元年12月28日に平成24年度卒業生で同窓会を開催しまし
た。
　クラスや部活関係なく、幅広く声を掛けた結果、中学ぶりに再会
する人や卒業以来会っていなかった人も出席し、凄く懐かしい気持
ちとどこかよそよそしく感じる不思議な気持ちになりました。
　開催場所は大阪の飛田新地にある料亭であり、昔ながらの独特な
雰囲気を鍋料理と共に味わいながら楽しみました。
　時が経過するにつれ、初めはよそよそしかった仲間も、『あの頃』
の思い出話に花が咲き始め、いつしか学生時代の気持ちになりなが

平成24年度卒業生で同窓会を開催しました。ReunionReunion同窓会の開催報告同窓会の開催報告同窓会の開催報告

【申請方法】

■活動助成金のお知らせ

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＝常任理事会で決定いたします。また、同窓会終了後に代
　　　　　　　　 表者による常任理事会での報告をお願いします。
　　なお、同一の学年、クラブ、クラス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。
　　また、冠婚葬祭による会合は対象外とします。
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。祝金は同窓会終了後、代表者に振込みます。
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。

申請要項

　中学校時代お世話になった先生方にもお越しいただき、これま
での感謝の気持ちを私たちから伝えると共に、先生方からも温か
い言葉を頂きました。
　おかげさまで成人の日の一大イベントを終えることが出来ま
した。

ら凄く楽しそうに会話していました。
　二次会から参加する者も含めて総勢26人の集会は、とても時間
が経つのが早く感じました。
　短い者で3年間、長い者だと10年間共に学生時代を過ごした仲
間と社会人になった今でもこうやって集まり、お酒を飲めることの
幸せさを実感致しました。
　また次回集まるときには今回よりも多くの出席に期待していま
す。

立命館宇治中学校第10期卒業生成人を祝う会

レスリング部
OBOG会を開催
いたしました。

●鳳凰vol.30
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1. 会費収入…
2. 総会収入………………
3. 繰越金……
4. 雑収入………………
収入計………

1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……………
　顕彰制度……………
　在校生支援…………
　その他支援金………
　小計…………………
2. 企画経費
　その他雑費…………
　小計…………………
3. 会務経費
　印刷費………………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費……………
　交通費………………
　一般消耗品費…………
　小計………………
4. 記念事業積立金
支出計………………
収入・支出差引残

160,000
0

400,000
137,500
120,000
817,500

401,248
401,248

636,552
1,131,972
168,244
4,550

255,390
1,980

2,198,688
500,000

3,917,436
8,433,945

5,325,000
0

7,026,081
143

12,351,224

■収入
新会員会費、総会収入、繰越金、利息その他で合計 12,351,224 円

の収入となりました。
■支出
活動助成金………

　顕彰制度…………

　在校生支援………

　その他支援金……

2019 年度決算

■収入
記念事業積立金…6,761,901円になりました。

記念事業収入……500,000円を積立いたしました。

■支出 周年記念のイベント関係での支出はありませんでした。

160,000円（3件）の執行でした。
“社会的に高く評価される顕著な実績”を挙げた
方を顕彰し、「鳳凰賞」を贈呈する。また現役の中・
高生に対しても「激励賞」を贈る（今年度「激励賞」
団体3件、個人2件授与）。
同窓会主催または後援・共催で「講演会」を開催
するなど、中高在校生の教育に資する事業を支援
（キャリアナビ、「授業+R」各企画に対し支援）。
総会（3件）、全国大会出場祝い金等（3件）

一般会計

特別会計特別会計

●収入 ●支出

●収入 ●支出
積立金
　記念事業繰越金……
　記念事業収入…………
収入計…………………

6,261,901
500,000

6,761,901

積立金
　記念事業費……………………
支出計……………………………
収入・支出差引残

0
0

6,761,901

　立命館宇治中学校・高等学校同窓会鳳凰会は、会員相
互の交流の機会を創出し一層の親睦を深めると共に、母
校の発展に寄与することを目的に様々な取り組みを行っ
てきた。昨年度は2012年度より開催してきた「大学生
同窓会（大同窓会）」を見直し、新たに中堅層をター
ゲットとし、立命館宇治高等学校第1期、2期を対象と
した「Second同窓会」を開催し、好評を得た。今後も
同様の企画を続け同窓生のつながりを強化するとともに、
鳳凰会への求心力を高めるきっかけとしたい。
　在校生を対象に顕彰する「鳳凰賞激励賞」は、2020
東京オリンピック代表など卒業生の世界的な活躍をたた
える「鳳凰賞」とともに在校生の鳳凰会の認知度を高め
ているが、今後はより広く認知される顕彰制度として整

2020 年度の活動方針と予算

一般会計

●●

特別会計

●収入
積立金　記念事業繰越金
　　　　記念事業収入……
収入計……………………

6,761,901
500,000

7,261,901

●支出
積立金　記念事業費…
支出計…………………

0

0

基本方針

はじめに

具体的な取り組み

理していく。また、卒業後もクラスの中心となって同窓
生をまとめていく「幹事」に対する支援を行うことで、
鳳凰会への帰属意識を高めていく。
　「活動助成金」は、毎年中高一貫生の成人式における
同窓会開催に利用されるなど、同窓生の交流促進に有効
な制度として認識されており一定数の申請があるが、よ
り広く会員に利用してもらい同窓生の交流の機会をえる
よう広報の方法を検討する。
　今後常任幹事会を中心に、拡大していく同窓生に対す
る財政的課題について具体的な検討に入り、安定した財
政のもとにより多くの同窓生が交流の機会を持てるよう
様々な取り組みを行なっていきたい。

2019年 8月発行

常任幹事会

●鳳凰vol.30
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■収入

■支出

■収入
記念事業積立金…6,761,901円になりました。

記念事業収入……500,000円を積立いたしました。

■支出 周年記念のイベント関係での支出はありませんでした。

一般会計

特別会計特別会計

● ●

●収入 ●支出
積立金
　記念事業繰越金……
　記念事業収入…………
収入計…………………

6,261,901
500,000

6,761,901

積立金
　記念事業費……………………
支出計……………………………
収入・支出差引残

0
0

6,761,901

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

学年・クラス・サークルなど様々な形態の同窓会の開催

を推進し、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。

中堅層が交流できる機会を創出し、鳳凰会への結集をは

かる

本部役員とともに常任幹事の役割を明確にし、常任幹事

会が中心に各種イベント企画・運営や広報活動などを強

化する。

各クラブ、サークルのＯＢ・ＯＧ会との連携、会員の教

職員の参画を強化する。

在校生のキャリア支援のための会員ネットワークの整理

をおこなう。

拡大していく同窓生に対する広報経費や活動助成金の増

加についての課題について、具体的検討を行う。

(1)

(2)

(3)

(4)(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

今年は「総会」開催年となり、本部役員の改選を行い体

制の強化をはかる。

来年度の「Second同窓会」に多くの同窓生が集うよう、

実行委員会を中心に広報活動を開始する。

各クラブ、サークルのＯＢ・ＯＧ会との連携を強化し、

また、会員の教職員の積極的な鳳凰会への参画を求める。

特に大学生会員に対し、クラス同窓生の中心的役割を担特に大学生会員に対し、クラス同窓生の中心的役割を担

う幹事に結集させる環境作りを検討する。そのためにま

ず常任幹事が中心となり幹事をまとめ、クラスのネット

ワークを構築する。また引き続きAPUに在籍する会員に

対し、同窓会活動助成金の積極的活用を促しAPUにおけ

る鳳凰会への帰属意識の醸成に努める。

今年も在校生支援の一環として、大学生による学部紹介

や社会人同窓生の講師による各種講演会などに対して、

鳳凰会として財政的支援を行う。また、社会人同窓生の

講師招聘のための人材のデータ整理を行う。

在学生、特に生徒会と鳳凰会との懇談の機会を設け、鳳

凰会の認知の向上をはかる。

会報誌「鳳凰」の紙面の刷新を図り、会員により親しみ

やすい会報誌を目指す。

新たな鳳凰会ＨＰを作成、各種案内のペーパレス化や会

報誌「鳳凰」のＷＥＢ配信の準備を行う。

効率的な会議運営をはかるため、常任幹事会をオンライ

ンで行う。

一般会計

●支出
1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援……………
　その他支援金…………
　小計…………………
2. 総会経費
　事務経費……………
　その他雑費…………
　小計…………………
3. 企画経費
　事務経費………………
　その他雑費………………………
　小計…………………
4. 会務経費
　印刷費……………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費…………
　交通費………………
　一般消耗品費…………
　その他雑費……………
　小計………………
5.ホームページ管理費…
6. 記念事業積立金………
7. 予備費………………
支出計………………

1,000,000
100,000

1,500,000
300,000
200,000

3,100,000

100,000
500,000
600,000

200,000
0

200,000

1,500,000
3,000,000
200,000
50,000
300,000
100,000
100,000

5,250,000
1,000,000
500,000

3,109,088
13,759,088

●収入

特別会計

1. 会費収入………
2. 総会収入……………………
3. 繰越金…………
4. 雑収入…………………
収入計…………

5,325,000
0

8,433,788
300

13,759,088

●収入
積立金　記念事業繰越金
　　　　記念事業収入……
収入計……………………

6,761,901
500,000

7,261,901

●支出
積立金　記念事業費…
支出計…………………

0

0

基本方針

はじめに

具体的な取り組み

2019年 8月発行

常任幹事会
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　学校では、生徒
登校ができない期
間、生徒たちの学
びを継続できるよ
う、オンライン授
業・遠隔学習など
さまざまな取り組
み を し て き ま し
た。

　朝はオンライン会議システムZoomを利用したクラスSHRから始まり、Zoomでのオ
ンライン授業、Classiなどを利用した教材配信での授業、YouTubeでの体育の授業動画
配信など、さまざまな工夫を凝らした授業を行いました。
　中学1年生は、会ったことのない友達との垣根をデジタルの力で乗り越えていました。

　高校１年生は１日も登校できておらず，クラス
メイトとも会ったことがないながらも，担任の先
生の指導で学級づくりが進んでいます。あるクラ
スではZoom昼食会が始まりました。３時間の授
業後に，みんなでお昼ご飯を持ち寄って，Zoom越
しのお話をしています。

　日頃は、鳳凰会の活動につきまして、ご理解、ご協力をいただき深く感謝申し上
げます。
　さて、今年は、新型コロナウィルスにより、国内はじめ世界中が非常事態に見舞
われており、会員の皆様も、大変な日々をお過ごしの事かと存じます。
鳳凰会の活動も、計画中であった三年に一度の総会を、早々と中止せざるを得ませ
んでした。
　すべてにわたり、当たり前に出来ていたことが、出来ない今、新型コロナウィル
スと向き合いながら、先ずは負けないようにすることが大事です。
　こんな状況下ではありますが、乗り越えた先を見据え少しずつ前に進んで行き
ましょう。
　最後に、母校の益々の発展と会員皆様の健康を願ってやみません。

立命館宇治中学校・高等学校
「同窓会」 ホームページ
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/
ujc/graduate/

立命館宇治中学校・高等学校鳳凰会
のfacebookを開設しています。
http://www.facebook.com/
ritsumeikan.ujc

皆さん、上記URL
に 入 っ て「 い い
ね！」をクリック
してください！

コロナ影響下での母校の取り組み

会　長　ご　挨　拶

〒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　
鳳凰会事務局
Te l ： 0774－41－3000　
Fax ： 0774－41－3555

◆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。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。

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。

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。

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。

鳳凰会会員の皆様にお願い
鳳凰会は主に卒業生の終身会費により運営されていますが、拡大していく会員数から発生する郵送費等の増大により、財政状況は年々

厳しくなってきています。これまで各種助成金の支給基準の見直しや同窓会企画の簡素化等により経費節減に取り組んで参りましたが、

今後一層の効率化のため、会報誌「鳳凰」につきましてはＨＰの掲載による配布を基本とし、ペーパレス化を図ることにいたしました。

実施時期につきましては現在検討中ですが、今まで通り冊子を希望される方につきましては、お申込により送付させて頂く予定です。

今後も引き続き効率的な予算運営を図り、鳳凰会の財政基盤の強化に努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。


