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デュッセルドルフ日本人学校同窓会 

同窓会創立２０周年記念会 

第８回 同窓会総会 
 

２０１７年１月２９日 

 

於：ホテルニュー・オータニ東京 

ザ・メイン 1 階 宴会会場 鶴の間（東・西） 

 

 
 

～式次第～ 
 

１．開会挨拶 

２．記念講演① 伊藤 真さん（３期） 

   弁護士・伊藤塾塾長・日弁連憲法問題対策本部 副部長 

  記念講演② 小西 雅子さん（３期） 

   世界自然保護基金（WWF）ジャパン気候変動オフィサー 

  記念講演③ 村山 斉さん（８期） 

   東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 初代機構長 

３．総会：議案審議 

  （１）事業報告、会計報告、監査報告 

  （２）次期事業計画案、次期予算案 

４．新役員・顧問の紹介 

５．懇親会のご案内  
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■デュッセルドルフ日本人学校 本多成人校長先生からの祝辞 

 

デュッセルドルフ日本人学校同窓会設立 20 周年誠におめでとうございます。 

 

本校は 1971年 4月に開校した今年で創立 46 年目になる学校です。 

同窓会は学校創立 25年目の 1996 年に発足しました。当時は、児童数 529名・生徒数 176 名の

計 705名、23学級、派遣教員 34名・現地採用教職員 24名、教職員合わせて 58名の規模の学校

でした。現在(2016 年 5月 1 日)は、児童数 356 名・生徒数 108 名の計 464 名、16 学級、派遣教

員 20名・現地採用教職員 27名、教職員合わせて 47名の規模の学校です。 

1996 年は中学部がランカー校舎で授業を行っていましたが、2001年から現在の校舎で小学部・

中学部共に授業を行うようになりました。 

運動会は 35 年間日本クラブと共催で行っていましたが、2005 年から本校グラウンドで独自開

催となりました。現在も小学部・中学部と併設校である補習校と一緒に競技や演技を行っていま

す。補習校で学ぶ子どもたちも増え、現在約 200 名が土曜日の午後学んでいます。また学校祭も

合同で土・日に開催し、当時と変わらず体育館に仮設のステージを作り、学年ごとに創作劇や歌

を発表しています。 

当時と大きく変わったところは安全対策です。校門前にガードマンを配置したり、引き渡し訓

練を実施したりするようになりました。IS の関係者がデュッセルドルフで逮捕されたり、ベルリ

ンのクリスマスマルクトにトラックが突入したりと、数年前までは考えられないことがおきてい

ます。かつてのような平和なデュッセルドルフに戻ってくれることを願っております。 

長期休みになると、卒業生はじめ在籍された方々が学校を訪れます。校舎や校庭、教室、掲示

物など数々の思い出に浸りながら一歩一歩踏みしめながら当時の学校生活をよみがえらせ懐かし

んでおられます。その姿を見ると、デュッセルドルフ日本人学校で学んで良かったと思えるよう

な、歴史と伝統を維持しながら新たなことに挑戦していく学校でありたいと常に思います。 

校長室には訪問された方のためのサイン帳があります。これには訪れた皆さまの思いが詰まっ

ています。サイン帳はすでに 6 冊になりました。これは学校の宝物です。来校された折には是非

校長室にお立ち寄りいただけると幸いです。 

最後になりましたが同窓会のますますの充実と発展をお祈りして挨拶にかえさせていただきます。 

 

2017 年 1月吉日 

デュッセルドルフ日本人学校 

校長   本多成人 
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■ 議案審議（１） 

 

① 事業報告（主なもの） 

 2012 年 8月   第 7回同窓会総会・懇親会 

     役員引き継ぎ、第 7回総会・懇親会反省会 

  2015 年 6月 役員会開催（次回総会の 2016 年度開催と、同窓会 20周年記念行事に

関する方針合わせ） 

 2015 年 7月 役員会開催（次回総会と 20周年記念行事に関する打合せ） 

 2015 年 9月 役員会開催（次回総会と 20周年記念行事の会場選定等の打合せ） 

 2016 年 5月 役員会開催（20周年記念、総会・懇親会を 2017年 1月と仮決め） 

 2016 年 6月～ 学年幹事を中心に総会準備（6月、9月、11 月、1月） 

 2017 年 1月 20 周年記念会、第 8回総会・懇親会を開催 

 

 

② 会計報告（2011.4.1～2016.12.31） 

 

１．前期までの繰越金             ￥9,541,798 

 

２．収 入                           ￥1,617,111 

 （内訳） 入会金等              ￥60,000 

      第 7 回同窓会            ￥1,557,111 

 

３．支  出                             ￥7,585,838 

 （内訳） 第 7 回同窓会                      ￥1,538,845 

     文具                                 ￥88,030 

     会議費                              ￥153,450 

     郵送費（第 7回同窓会案内）                  ￥319,180 

     事務局運営費                        ￥391,973 

     20 周年記念、第 8回同窓会（確定分）    ￥5,094,360 

 

４．次期繰越金（繰越金＋収入）－支出           ￥3,573,071 

 

 

上記の通り報告申し上げます。 

 

      2017 年 1月 15日                      会 計 脇田将夫 

 

 

 ③ 監査報告 

 

監査の結果、上記の通り相違ありません。 

  2017 年 1月 15日 

                         会計監事  片山真紀 
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■ 議案審議（２） 

① 次期事業計画案 

2017 年～2019年 役員会・年度幹事会 開催 

 今後の同窓会の在り方（同窓会の目的、活動方針、会費など）についての検討等 

2020 年 第 9回 同窓会総会・懇親会 開催 

 ＪＩＳＤ５０周年記念行事に合わせて開催する予定 

 

② 次期予算案（2017.1.1～2020.12.31） 

１．前期までの繰越金             ￥3,573,071 

 

２．収入予定                 ￥2,000,000 

 （内訳） 20 周年記念会、第 8回同窓会               ￥2.000,000 

 

３．支出予定                              ￥3,000,000 

 （内訳） 20 周年記念会、第 8回同窓会（未確定部分） ￥2,000,000 

       文具                         ￥100,000 

    会議費 ￥150,000 

      郵送費（20周年記念会、第 8回同窓会案内）   ￥300,000 

     事務局運営費                 ￥300,000 

      ＨＰ運営費                    ￥100,000 

     予備費                         ￥50,000 

 

４．差引額（2－3）                         ￥▲1,000,000 

 

５．次期繰越金                            ￥2,573,071 

 

■ 新役員･顧問の紹介 

会長 多田 健志（8期） 

副会長 渡辺 究（14期）   長久保 英（18期） 

会計 伴 典子（14 期）   望月 奈美（18期） 

書記 雨宮 聡子（21期）   未定 

会計監事 片山 真紀（16期）   駒 研吾（18期） 

顧問 吉村 実 先生  未定 

 中嶋 総雄 先生（デュッセルドルフ現地顧問） 

 伊藤 勉 先生（名誉顧問） 

JISD 校 同窓会担当 藤川 直子 先生 

東京事務局担当 平山 順造 先生 

※同窓会運営をお手伝い頂ける方は、役員または下記連絡先までご連絡下さい。 

 

■ その他 

１．会則「付則」に記載の東京事務局連絡先を 2017 年 4 月 1日より以下のとおり変更する。 

住所： 〒158-0095 世田谷区瀬田 4-3-12（平山方）      

Ｅ－ｍａｉｌ： jimukyoku@jisd.net 

２．デュッセルドルフ日本人学校同窓会オフィシャルウェブサイトのご案内 

ＵＲＬ：  http://www.jisd.net（日本人学校へのリンクもあります） 
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デュッセルドルフ日本人学校校歌  作詞 中村瑞枝  作曲 杉谷昭子 

      

１． 日本の空と ドイツの空を ３．日本の友と ドイツの友を  

   結ぶ光の 朝あけに  つなぐ歌声 高らかに  

   希望にあふれて はばたくわれら   あかるく世界に のびゆくわれら 

   ラインのかおりに 心も清し  ラインの流れに 自由に生きる  

   おおデュッセルドルフ 日本人学校   おおデュッセルドルフ 日本人学校 

 

２． 日本の土と ドイツの土を 

   ふみしめながら 湧き出ずる 

   あらたなねがいを ひめたるわれら 

   ラインのほとりに 雄々しくたてり 

   おおデュッセルドルフ 日本人学校 
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■ 午後の懇親会 会場レイアウト 

 同期、恩師を見つけやすくするため、おおよその配置を以下の通りとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ スナップ写真の販売について 

本日の記念講演・総会・懇親会でプロカメラマンが撮影したスナップ写真を以下のサイトでお

求めいただけます。皆様の購入代金が、カメラマン派遣費用に充当されるシステムとなっており

ますので、皆様、是非前向きに購入ご検討ください！ 

掲載場所 URL； https://snappark.jp/ (「スナップパーク」で検索) 

   

入場時間帯および退出時間帯に寄付金

箱を設置しますので、宜しければご協力

宜しくお願いします！ 


