
大阪電気通信大学高等学校同窓会 2022 年度版 会報 

 

 

ことしの総会は、「母校内大会議室 」で 

5 月 21 日（土）に開催します。 

※懇親会は、中止といたします。 

 

 

総会開催日時 

2022 年 5 月 21 日（土）総会 16 時受付開始 

 

1. 開催場所 大阪電気通信大学高校 大会議室 

〒 570-0039 守口市橋波西町 1-5-18 電話 06-6992-6261 

 

2. スケジュール 

受付開始 16:00 

総会 16:30 17:30 

 

3. 参加費 無料 

 

[総会案内] 

・感染対策を万全にして、開催をいたします。 

・旧友相集い、楽しいひと時をお過ごしいただけましたら幸いでございます。 

・同級、同期、クラブのどの仲間の皆様をお誘い合わせて、ご出席していただきま

すようにご案内させていただきます。 

・総会にあわせて「クラス会」、「同窓会」を開催される予定のある方は、役員にお

申し出ください。 

 

 

 

大阪電気通信大学高等学校同窓会 

〒570-0039 守口市橋波西町 1-5-18 

電話 06-6992-62 

代表者 会長 北田 由博 
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同窓会 会長 挨拶 

 

 同窓会会長の北田でございます。 

 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶びを申し上げます。 

 平素は、同窓会の運営につきまして、何かとご支援・ご援助・ご高配を賜り厚く感謝申し

上げます。ありがとうございます。 

 

 さて、コロナ禍で長らく開催が出来ておりませんでした、2022年度総会を 5月 21 日（土）

に、「母校大会議室」をお借りして開催を予定しております。 

 皆様、同窓の友人・知人、先輩・後輩等多数お誘い合わせの上ご参加していただきますよ

うにお願い申し上げます。 

 また、法人設立 80 周年を記念した法人の募金活動も引き続き行われています。 

 高校では、教育用設備機器の更新が進んでＷｉ-ｆｉ網の整備や、オンライン授業などこ

れからのデジタル化社会に必要となる教育環境の整備が進んでおります。 

 法人の募金活動につきましては、高校同窓会に置きましても、協力支援の一環として同窓

会会員の皆様にご協力を訴えて、募金の協力をお願いさせていただいております。 

同窓会の活動について、総会での皆様のご意見を踏まえて、現役生徒への支援等を充実する

ことに重点を置きました。 

 一つ目は、大阪府下の大会や近畿大会等において、優秀な成績を収めたクラブへの「褒賞

金授与」について 2021 年度は４クラブに受章させていただきました。 

クラブ活動が活発化して、目覚しい活躍をされているクラブが増えていることは喜ばしい限

りでございます。 

 二つ目は、母校に「ウォータークーラー」を寄付させていただきました。 

ウォータークーラーの更新にあわせて同窓会にて費用を出させていただきました。 

 

改めてのご案内となりますが、総会・懇親会の案内を兼ねた、会報をすべての同窓生に郵送

しておりましたが、今後は案内を送付する方に線を引き、HP の活用により案内と出欠の確

認をさせていただくことにしました。 

 そのために、HP を充実し、総会・懇親会の案内、会誌の閲覧、母校の情報など、 HP で

発信していきます、HP の確認と総会・懇親会の出欠についても、 HP で対応していただ

きますように、お願いいたします。 

 経費削減のため、同窓生の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 総会の参加者も、年々増加しています。同窓生の皆様方には、是非、今年は、ご出席して

くださるこ 

とを期待しております。 よろしくお願いいたします。 

 

令和 4 年 3 月吉日 同窓会 会長 北田 由博 
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高等学校 2021 年度活動並びに近況の報告 

 

校長の福島でございます。平素より会員の皆様におかれましては、

本校に多大なるご理解とご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 

さてコロナ禍の中、2020 年度に引き続き 2021 年度も臨時休校や

遠隔授業など余儀なくされる場面もありましたが、感染予防の徹底や

学校行事の見直しなどで、どうにか学校運営をすることができました。

しかしながら相変わらずコロナ対応に追われる日々は続いており、1

日も早くコロナ禍が収束に向かうことを願っております。 

 

 

また 2022 年度からは、学園の中長期計画における第 2 次 5 か年計画重点方針のもと、ICT

教育並びに電通大との高大連携教育を推進しつつ、生徒・保護者に選ばれるための学力向上

と一人ひとりの能力を伸ばす学校づくりを目指してまいります。 

 

おかげさまで、3 年連続で定員より多くの生徒が来るようになりました。入試の専願率（入

学定員における専願受験者の割合）は約 130％となり、専願率の高さで大阪府下 2 番目の私

立高校となっています。今や本校教育に対する保護者・生徒の期待は、ますます高まるばか

りです。それに応えるべく、これからも先進的で専門的な教育活動に邁進していく所存でご

ざいます。これからの高校の発展に、是非ともご期待いただき、またご支援をいただければ

幸いと存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

校長 福島淳行 
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同窓会活動報告 

 

１：ウォータークーラー寄贈 

 母校へウォータークーラー１台を寄贈させていただきました。 

 

２：クラブ活動奨励（５クラブ） 

 優秀な成績をおさめたクラブに対して、顧問の先生をお招きして表彰いたしました。 

本年度表彰クラブは「柔道」、「野球」、「卓球」、「バレー」の４クラブです。 

 また、全国大会参加の支援としてメカトロニクス部にも奨励金をお出しします。 

 

３：同窓会入会式の実施 

 ２月１８日に母校にて同窓会入会式を開催し、同窓会への入会記念品の贈呈と北田会長か

ら新たな同窓会会員へ挨拶を行いました。 

 

４：卒業式出席 

 ２月１９日に卒業式へ北田会長が出席しました。 

 

５：試合応援 

 野球部の試合の応援へ幹事有志で行きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６：法人への寄付 

 学園創立８０周年記念募金として５０万円を寄付しました。 

 寄付されたお金は高校の施設整備に使われます。 
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Ⅰ 収入の部

費目 予算額 摘要
1 入会金 ¥2,320,000 8000円×290名
2 校長・教頭歓送迎会 ¥30,000 会費3000円×10名　前年度未実施分
3 総会会費 ¥0 会費なしでの実施のため
4 寄付金 ¥120,000 高校，大学，友電会，緑樹会他
5 本校教職員と懇親会 ¥30,000 会費3000円×10名
6 その他 ¥20 預金利息他
7 繰越金 ¥3,435,240 （前年度より繰越金）3月31日現在

¥5,935,260

Ⅱ 支出の部

費目 予算額 摘要
1 総会費 ¥100,000 母校会議室にて実施予定
2 新旧校長歓送迎会 ¥100,000 前年度未実施分
3 会議費 ¥100,000 役員会の交通費 6回開催予定
4 会報発送費 ¥500,000 業務委託（案内印刷・送付作業等）
5 学園行事費 ¥0 在校生支援に振替
6 本校職員との懇親会 ¥150,000 ホテルアゴーラ／柿右衛門
7 在校生支援金 ¥350,000 陣中見舞いﾄﾞﾘﾝｸ，各クラブ奨励金，在校生援助に関する事項
8 ホームページ運営費 ¥180,000 HP更新・維持費
9 通信費 ¥50,000 役員案内等
10 事務用品費 ¥10,000 備品
11 慶弔費 ¥450,000 総会祝い金，個別同窓会援助金，卒業記念品他
12 80周年記念募金 ¥500,000 学園創立80周年記念募金
13 予備費 ¥3,445,260 予備費（次年度繰越金）

¥5,935,260

特記事項
Ⅱ支出の部
5　学園行事費
中学生の子どもがいらっしゃると思われる同窓生への入学案内資料送付については
過去数年送付実績がなく、昨今の広告宣伝媒体の多様化も加味し予算化を本年度は停止しました。

7　在校生支援
在校生への支援を強化するため、学園行事費予定予算を振り替える形で、増額しました。

8　ホームページ運営費
前年度の維持費にあわせて、増額しました。

12　80周年記念募金
学園創立80周年の募金を本年度も行います。
記念募金の最終年度のため、80周年記念募金予算は本年度までです。

合計

2022年度　予算　['22.4.1～'23.3.31]

合計
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□母校法人に「法人評議員」「法人理事」を選出しています。 

 母校法人本部の要請により、法人評議員 4 名を選出しています。 

 

□会員の皆様の活動を支援いたします。 

 会員の皆様が、「クラス会」や「同期会」などを開催され、参加者が 10 名を超える場合は、 

同窓会から、助成金を給付させていただきます。クラス会や同期会など企画される場合は、同窓

会役員へお知らせください。 

 

□会員の皆様の近況やメッセージの投稿をお願いいたします。 

 同窓会の会報は、年一回総会開催の案内を兼ねて発行しています。HP を活用した情報提供を活発

に行いたいと考えています。会員の皆様方からのニュース・情報の提供をお待ちしております。 

 

2022 年 4 月 □同窓会事務局 

      住所変更などの届、同窓会に対する問い合わせなど下記へお願いします。 

  〒570-0039 大阪府守口市橋波西町 1-5-18 

        大阪電気通信大学高等学校内 

         高校同窓会 電話 06-6992-6261 
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