
伊那弥生ヶ丘高等学校創立百周年記念事業実行委員会

事 業 報 告

１ 記念式典・講演会、祝賀会の開催

出席者 式典 同窓会関係 433名 学校関係約 850名

講演会 〃 646名 〃

祝賀会 全 303名

２ 環境整備事業

① 多目的教室改修工事

視聴覚室教室改造 146.5㎡

空調工事 備品工事 約 2，000万円 収容人数 60人

施工業者 松田建設株式会社

② クラブ活動助成

吹奏楽部楽器寄贈

ホルン、チューバ等 計 10台 約 240万円

器楽クラブ楽器寄贈

マンドリン 4台 50万円

③ 記念植樹

桜の苗木植樹 3本

３ 記念誌発行（平成 24年 2月 25日）

頒価 3，000円

４ 会員名簿の発行（平成 21年 8月）

㈱サラトへ委託 発行部数 3，286冊 頒価 4，500円

５ 同窓会報の発行

第 1号 平成 22年 5月 29日発行

第 2号 平成 24年 2月 25日発行



「経過」

年月 会議名等 内 容

15.2.29 記念事業の実施決定

18.5.22 第１回世話人会
三者（同窓会・ＰＴＡ・学校）で実施するこ

とを再確認 準備委員会設立決定

18.7.24 第１回準備委員会 役員選出 実行委員会設立準備

19.2.20 第２回準備委員会 実行委員会設立準備

19.5.9 第 3回準備委員会 実行委員会設立準備

20.1.29
第 4回準備委員会

第１回実行委員会理事会

実行委員会設立 規約検討 今後の課題と日

程確認

20.8.7 専門委員会正副委員長会 委員選出、活動内容検討

20.8.21 名簿委員会 正副委員長、業者打ち合わせ

20.9.1 第２回実行委員会理事会 活動内容報告、検討

20.9.16 名簿委員会 業者契約

20.9.22 校内視察 記念事業検討のための資料収集

20.10.16 広報委員会 活動内容検討

20.11.14 広報委員会 ホームページ検討

20.12.2 《ホームページ開設》 ※以後随時更新

20.12.16
総務委員会 環境整備委員会

合同会議
記念事業内容検討

21.2.4
総務委員会 環境整備委員会

合同会議
記念事業内容検討

21.2.5 記録委員会 記念誌作成検討

21.2.13 名簿委員会 名簿編集作業

21.2.18
募金委員会委員長・副委員長

打ち合わせ会
募金計画検討

21.2.19 環境整備委員会小委員会 記念館寄付受納等の事務手続き確認

21.2.25 記録委員会 記念誌作成検討



21.3.26 名簿委員会 名簿編集作業

21.7.16 記録委員会 記念誌編集検討

21.7.30 環境整備小委員会 記念事業検討

21.8.22 第 3回実行委員会理事会 記念事業検討

21.8.25 記録委員会 記念誌編集

21.8 下旬 《会員名簿発行》

21.10.13 記録委員会 記念誌編集

21.10.15
総務委員会 専門委員会委員

長会
記念事業、募金について

21.11.19 記録委員会 記念誌編集

21.12.8 第１回実行委員会総会 活動報告、記念事業協議

21.12.15 募金委員会 趣意書、募金要領検討

22.1.21 広報委員会 同窓会報内容検討

22.1.26 記録委員会 記念誌編集

22.2.23 記録委員会 記念誌編集

22.3.16 広報委員会 同窓会報編集

22.4.27 記録委員会 記念誌編集

22.5.18 募金委員会 趣意書等発送作業

22.5.20 《同窓会報第一号発行》

22.5.29 （支部長会） 支部内会員あて趣意書等の配布

22.6.8 記録委員会 記念誌編集

22.8.31 記録委員会 記念誌編集

22.9.13 環境整備委員会 記念事業内容検討

22.10.19 記録委員会 記念誌編集



22.11.4 式典委員会 式典、祝賀会の運営等検討

22.12.14 記録委員会 記念誌編集

23.1.12 第２回実行委員会総会 活動報告、記念事業協議

23.1.22 記録委員会小委員会 記念誌編集作業

23.2.2
総務委員会 環境整備委員会

合同会議
多目的教室改修工事業者選定について

23.2.8 記録委員会 記念誌編集

23.2.15
多目的教室改修工事指名業者

現場説明会
現場説明業者参加

23.2.22
多目的教室改修工事入札・開

札
改修工事入札・開札

23.2.23 落札業者との契約 改修工事業者契約

23.2.24 募金委員会 篤志寄付について

23.3.15 記録委員会 記念誌編集

23.4.16 当番学年打ち合わせ会 高校 22.32回生

23.4.23 記念植樹式 桜の苗木の記念植樹

23.5.24 記録委員会 記念誌編集・校正

23.6.14 記録委員会 記念誌編集・校正

23.7.12 記録委員会 記念誌編集・校正

23.8.30 記録委員会 記念誌校正

23.9.3 式典委員会 式典運営について

23.9.9 寄贈楽器披露式 吹奏楽部寄贈楽器披露

23.9.27 記録委員会 記念誌校正

23.9.29 多目的教室竣工式 竣工式

式典委員会 式典等運営について

23.10.8 《記念式典・講演会 祝賀会挙行》



23.10.18 記録委員会 記念誌校正

23.11.18 広報委員会 同窓会報の発行について

記録委員会 記念誌校正

23.11.22 記録委員会 記念誌校正

23.12.6 記録委員会 記念誌校正

23.12.20 記録委員会 記念誌校正

24.2.3 会計監査会 会計監査

24.2.25 第３回実行委員会総会 事業報告・反省、決算報告

《記念誌発行》

《同窓会報第二号発行》


