
JISDアンケート20190731 コメント一覧

No. コメント

1 同窓会やった時にそのままセットで二次会として同級生だけの同窓会やるのもありだと思います。

2 良いアンケートの試みだと思います。同窓会運営有難うございます。

3 持続可能なこと。そのためには簡略化が不可欠。役員が「これならできそう」という内容に絞って

ください。

4 クラウド上の管理などで極力費用がかからないようにし、特定スタッフに負荷がかかりつづけない

ように、外注もOKと考えます。持続可能な状態での持続がなされますように。

5 いつも会の運営をありがとうございます。 地方在住なのでなかなかお手伝いできませんが、役員の

皆様には感謝しております。 次回の同窓会も楽しみにしています。

6 定期的な会合を持つなど地道な活動に感謝しています。

7 引越を繰り返したせいだと思いますが、全く連絡がなく、去年？の問い合わせにも返答がありませ

ん。

8 年会費制では会費徴収が難しい。徴収手段として、同窓会懇親会参加費に上乗せ徴収、名簿や冊子

を有料配布して運営費を捻出する。配布物は電子でよい。

9 日本に限らない大学などの同窓会の最近の仕組みが参考になるかもしれないですね｡

10 同窓会の運営管理など、大変なことをしていただき、感謝しております。 大学の同窓会のように、

支部を構築してみるのはいかがでしょうか？ また期ごとに幹事を決める、期ごとに郵便での住所な

ど確認する、とか。 財源など全くわからないものですから、勝手なことを言っておりますことをお

許しくださいませ。  先日、ある同窓会を開催するにあたり、名簿修正と更新、出欠管理など、や

はり葉書をつかうほうが、返事もしやすいのではないかと、思いました。小学校卒業時在籍、中学

校卒業時在籍、それぞれで、分けて幹事を決め、名簿作成するのも、一案ではないでしょうか。

現在会費も徴収してないように記憶しておりますし、常識範囲内での同窓会費を決めるのも一案で

はないでしょうか。  現在、事務局がどこにあり、どなたが会長なども存じませず、勝手な意見を

申し上げてしまいました、どうぞお許しくださいませ。 同窓会が消滅してしまうことがないよう、

よろしくお願いいたします。

11 是非存続をお願いします。

12 継続出来る体制をよろしくお願いします。

13 役員の方々、いつもありがとうございます。 現在子供が幼いため、なかなか同窓会に参加できませ

ん。しかし再び参加できることを楽しみにしております。 誰もが無理のない範囲で、持続して欲し

いと願っております。

14 お忙しい中ファームの作成などありがとうございます。同窓会の機会がございましたら、ぜひご連

絡ください。引き続き、運営よろしくお願いいたします。

15 いつもお世話になりありがとうございます。色々と時代も変わり大変なこともあるかと思います

が、これからも同窓会が続いていくことを願っています。



No. コメント

16 いつもご多忙の中、同窓会運営大変にご苦労さまです。また運営持続に色々とご尽力頂きありがと

うございます。 年会費制にして運営費を捻出するのは今後の運営において仕方のないことだと思い

ます。膨大な人数になったことで懇親会会場をおさえるのも大変で、外注に頼ったほうが解決でき

ることも多いことでしょう。 「前期中期後期」みたいに年度別で分けちゃえばいい。という人もい

ます。 　 会員管理・懇親会費用をすべて年会費で賄うと、高額になりすぎて逆に会員が減りそ

う。すべてを有料による管理にするのなら、年会費で管理を、懇親会は今まで通り参加費として別

途徴収したほうが、個人的にはいいです。皆が皆、懇親会に必ず出席するとは限らないし。地方在

住だと、懇親会なんて遠くていけないのに年会費払うのってどうなん？って思う。 　 数年に一度

の総会にしか出席しない同期もいるし、同窓会会員みんなが「協力」して「行動」していくこと

で、今後、永続的な同窓会運営法が確立できていくことを心より願います。

17 私は、10周年の頃の教職員ですが、お互い年々高齢化していきますので、また該当学年、クラスだ

けでの集いもありますので、全体でやる大きな同窓会開催は年々困難になるかと思われますね。海

外に限らず、国内でも同様です。 個人情報保護の問題が大きいですし、そもそも集うこと自体、難

しくなってきているように思われます。運営委員の皆様は本当にご苦労様です。

18 息子にとって、デュッセルドルフ日本人学校での時間は、今でも貴重ないい思い出です。その思い

出を失わないよう、同窓会に参加できれば嬉しく思います。

19 同窓会の運営ありがとうございます。 他の学校(卒業した私立高校や大学)では、寄付金や同窓会費

用を募っていますので、運営費用についても、前向きにとらえております。 お忙しい中、お取りま

とめ本当にありがとうございます。これからも楽しみにしております。

20 マンションの管理組合のように、各期から役員を数名選出するなどの輪番制にするのが好ましいと

思います。  GDPR/CCPAについてはEU/カリフォルニア居住者を対象にしない、という整理にし

てしまえばクリアは出来るとは思います。（利用規約でこれらの居住者は掲載しない・利用できな

いと謳った上で、各会員の同意の記録を適切に保管し情報管理すればGDPR違反にはならないはず

です）

21 いつも同窓会の運営にご尽力下さり、有り難うございます。

22 同窓会存続を切に願ってます。

23 いつもありがとうございます。 この人数の同窓会を維持していくのは大変だと思います。しかし、

なくなってしまうのはとても残念です。 外注でやっていただくのも一案ですね。その為の費用を同

窓生で負担するのは仕方ないと思います。

24 スタッフの皆様には大変お世話になっております。同窓会はできる限り参加をさせて頂いておりま

す。有難うございます。 同窓会の運営に関しては、事前準備から当日までとてもパワーがかかり、

お仕事の片手間ではできないくらいのご苦労があるかと思います。 一度、外部に委託することをト

ライしても良いかと考えました。 体験したことはなく、無責任な提案かもしれませんが、、、、

引き続き、よろしくお願い申し上げます。

https://dsksyoya.com/lp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google&gcli

d=Cj0KCQjwpPHoBRC3ARIsALfx-

_LNQKih1MjorSR7xdIHzYZi_09EVw0rLgN86TCHwlMR4ByloJngptkaAgABEALw_wcB

25 役員、幹事、世話人の皆さんのご苦労を考えると、全体の同窓会は解散してもよいのではないかと

思います
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26 在独期間は2年ほどでしたが、私にとって貴重な時間を過ごせた時期でした。今後も同窓会に何か

出来ることがあれば、協力していきたいと思っております。

27 いつもありがとうございます。 懐かしい皆さんに会えるのは、とても嬉しいです。

28 自分は遠隔地にいるため、中々参加できないので、年会費を取る形は想像できません。ご苦労はあ

るかと思いますが、皆で協力しあって今の形で運営していただけると幸いです。 今後とも宜しくお

願いします。

29 運営お疲れ様です。ありがとうございます。残念ながら未だ同窓会に参加できておりませんが、機

会あり次第、参加させていただきたいと思っています。

30 幹事ご苦労様です。

31 ・同期の定期的な同窓会の案内も送って欲しい。

32 頑張ってください

33 同窓会活動に関し、日ごろ全く貢献できていませんが、感謝しております。ありがとうございま

す。 添付されたPDFを拝見し、今後の活動の進め方についての課題を認識できました。同窓会は継

続してほしいと思っていますが、中心となる方々のボランティア精神だけでは難しいことは理解で

きます。 一部外部化を進めるべきと思いますが、その費用をどうカバーするかで、たとえば私の卒

業した大学の同窓会は年会費を徴収していますが、日本人学校という特殊性から、在籍した期間も

思い入れも人それぞれで、年会費を導入するとなると、かえって会員離れを招いてしまうのではな

いかという懸念があります。 昨年末**期の一部、とはいっても１００人程度いたと思いますが、同

窓会を開き、担任の先生方も遠方から来てくださいました。やはり特殊な環境だったからこそ、あ

の思い出をシェアできるのは日本人学校の同級生だけで、また現在それぞれに活躍されていて、大

いに刺激も受けました。 今後のあり方については、アンケートの結果などをもとに決めていかれる

と思いますが、ゆるやかなものでもいいので、同窓会を存続させてほしいと大変勝手ながら思う次

第です。どうぞよろしくお願いします。

34 同窓会の運営にご尽力いただき、本当にありがとうございます。 年齢が上がるほどに、子どもの頃

にデュッセルドルフで楽しい日々を過ごすことができた幸せを実感いたします。 大変なことが多々

あると思いますができるならば是非存続していただきたいと思います。

35 いつもありがとうございます。どうにか続けて行ける方法を探っていただきたいです。GDPRに

よって、現在の卒業生の住所メルアドが収集できないという事でしょうか。そこは学校内で保護者

の意思統一は測れないのでしょうか。あまりわかっていないで質問していて、トンチンカンでした

らすみません。  同窓会で撮影した写真は、IDとパスワードで自由に買うことができるようなサイ

トにおいて頂きたいです。 学童や保育園などでは、普通にあります。お金を取れば、同窓会の経費

の足しにもなります。 私は以前1年間で、10万ほど、子どもの部活の写真で儲けを出し、全額クラ

ブ費に組み込むことができました。80人所属の部活で、写真を買ったのは保護者です。

36 いつもありがとうございます。

37 同じ代の同窓生だけでなく、違う代や先生方ともお会いできる貴重な会なので、是非今後も存続し

てほしいと思っております。 存続のために、微力ながら何かお手伝いできることがございました

ら、ご協力させていただければ幸いです。

38 ご活動ありがとうございます！

39 楽しみにしてます！
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40 いつもありがとうございます?? アメリカにいて何もお手伝いできませんが、細くでも皆様のご負担

が少なく続けられる道が見つかることを祈っております。

41 フェイスブックのページとかを開設すれば告知や写真の共有などの手間がいくらか簡素化出来るの

ではないでしょうか。

42 最近は参加できていないですが、旧友と再会できた貴重な同窓会なので是非持続していただきたい

です。

43 お疲れ様です。会合は質素となっても存続してほしいものです。

44 全く運営、イベントに関われていない為、意見するのも憚られますが、役員の方も其々制約がある

以上、負担は極力減らすべきと考えます。学校のPTA役員等と同様、ボランティアでは先々不公平

感が生じると思いますので、お金で解決できるものは解決し、受益者の負担も求めつつ運営して、

永く持続可能な組織にして頂きたいと思います。

45 私は19**~19**までJISDに教員として勤務しましたが、かって海外でかかわった人々（児童・生

徒・職員として）と何らかのつながりをもっていたいと思います。

46 デュッセルドルフ日本人小学校を卒業する前に日本へ帰国してしまったのですが、同窓会があれば

いつか参加させていただきたいと思い、回答させていただきました。

47 今後ともよろしくお願いします。

48 任せっきりで申し訳ございません。可能な限り存続できるよう協力したいのですが、あまりできる

ことが無くて申し訳ございません。

49 JISD大好きです

50 現在の同窓会のシステムは把握しておりませんが、同窓会は今後も開くべきだと思いますし、少な

くとも僕の世代（**期）はSNSで繋がりがあります。

51 幹事様のご負担を考えると有料にしても良いと思います。

52 役員の皆様、大変お疲れ様でございます。また同窓会を運営していただき深く感謝いたします。 さ

て、アンケートですが、質問が抽象的で背景が分からないと、なかなか答えづらいです。集計した

回答が回答者の意図したものかも少し心配です。 また、同窓会の運営については、仕事のボリュー

ムが分からないですが、なんとなく大変ななんだろうという感じです。であれば、時間的余裕のな

い現代では、一部のボランティアに頼るのはよくないと思います。従って法人化するなり外注化す

るなり、運営者に経済的なメリットも必要と思います。運営会社を作ってもいいと思います。その

上、役員が運営会社を管理し、同窓会のあり方等、同窓生にしかできないことに集中できたらと思

います。 勝手なことばかり失礼しました。

53 平素より同窓会の運営及び発展にご尽力いただきありがとうございます。 本来ならば、少しでも役

に立つように自分のできることから同窓会の運営に協力をしなければならないのですが、フルタイ

ムでの勤務、大阪の生活という名目のもと、人任せのままにしております。申し訳ございません。

目に見えた形で動くことは難しいところがありますが、同窓の方々からの情報に接することに喜び

を感じ、心から会の益々の発展を祈っている者がいるということを知って頂ければ幸甚です。 とり

とめの話をダラダラと失礼しました。

54 いつもお世話になっております。同窓会の運営員の方のお力も頂き、昨年は同期の同窓会をスムー

スに行うことができました。同窓会あってのことと、感じております。厄年を越え、ようやく、私

自身も同窓会のありがたみに気づきました。ありがとうございます。
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55 役員の皆様ご苦労様です。これから引退に向けて各活動から退く事を検討し始める年代も出てくる

事から、懇親会は簡素化してコストは年会費ではなく都度回収にしたら如何でしょうか？

56 いつもありがとうございます

57 同窓会にいつも参加できず申し訳ありません。外注できるところは外注するアイデアに賛成です

が、若い世代はコスト負担が難しいですね。

58 役員のみなさま、いつもありがとうございます。 同窓生が増える中、役員さんの負担も多く、申し

訳ないと思っています。 外部委託は必要であれば、取り入れて良いかと思います。

59 同窓会はずっと存続して欲しいので維持が大変だと思いますがどうかよろしくお願いいたします。

60 会の運営にご尽力誠にありがとうございます。微力ながら応援しておりますので引き続き宜しくお

願いします。

61 どのような形態・方法が最良かは分かりませんが、同窓会が継続していくことを願っています。

62 種々ご尽力感謝申し上げます。外注か否かは議論なく判断致しかねるところです。

63 皆様いつもご奉仕ありがとうございます。　これからもよろしくお願い申し上げます。

64 同期内でも在独期間や在独時の人間関係から、同窓会から疎遠になる方が多くおり、なかなか同窓

会を同期の中で持ち回りで幹事をやるのが難しいと感じます。

65 同窓会の存続含め、厳しい状況とお察しします。お手伝いできることがありましたらしたいと考え

ております。

66 無料・有志で運営できるのが理想だとは思いますが、一部の人の負担になっているのであれば有料

で外注するのもやむを得ないと思います。

67 ぜひ、継続していきたいです

68 皆様のご尽力、大変感謝しております。当方、デュッセルドルフ在住ですが、出来る事がありまし

たら、協力致したく、その際はお知らせ頂けますと幸いです。

69 お疲れ様です！回答遅れてすみませんでした。無理なくサステナブルに続けられる同窓会を目指し

たいですね。

70 いつもありがとうございます。 また次回も楽しみにしております。

71 取りまとめ本当にご苦労様です。ありがとうごさまいます。

72 さまざまな手配、いつもありがとうございます。

73 ドイツの日本人学校は心のよりどころなので、どんな方法であってもなんとかして存続させていた

だきたいです。 そのための協力はおしまないです。

74 同窓会の運営は大変だとは思いますが、継続して貰えればと思います。

75 同窓生の数も増えましたし、役員の方も仕事や子育て等でお忙しいと思いますので、役員の皆さま

がボランティアで同窓会の仕事を受け持ち続けることは難しいと思います。

76 大阪在住の為、長い間参加しておりませんが、頑張って続けて下さい。

77 会長始め幹事の皆さまにおかれましては大変お疲れ様です。

78 運営委員会の皆様、大変ご苦労様です。今後とも宜しくお願い申し上げます。

79 同窓会を維持していただき心から感謝いたします。 運営はとても難しいことと思います。PTA活動

と同じで役員を引き受けて下さる方も少ないでしょう。でもなくなるのは寂しいので、できる限り

簡素化して継続していってほしいです。    (母代理)
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80 ご苦労様です。存続させてほしいという気持ちが強いです。外部に管理を委託するのも致し方ない

かと思います

81 幹事さんいつもありがとうございます。 年会費の徴収も大変なのではないかと心配です。

82 役員の皆様、お疲れ様でございます。お世話になりありがとうございますm(_ _)m

83 皆様、大変お忙しいところを同窓会のために、いつもありがとうございます。あまり、負担のかか

らない形で、同窓会が存続出来たら良いと思います。

84 とても貴重な会なので継続していけることを祈ってます。

85 大学などの同窓会とは会員数も違うし、学校に拠点を置くこともできず、非常に難しい課題だと、

回答しながら感じました。地方在住のため、同窓会には参加できていませんが、同窓会は、嬉しい

存在です。長年、役員を引き受けて下さっている皆様、ありがとうございます。

86 同窓会運営ありがとうございます。 人数が多く転出も頻繁な同窓生を纏めるのは大変な作業と思い

ます。 かといって無くなるのも寂しいものです。有料化、外注して一部の同窓生の負担を減らす事

も、長く続けるためには良い案と思います。

87 運営幹部の皆様、ご苦労様です。 しっかりと会費を頂き、外部に事務仕事はアウトソースして、意

思決定は本体がする方式に変えないと限界だと思っています。会費制にして一旦は会員が減って

も、適正規模運営をする事で会が充実し これを広報宣伝する事で会員が戻る好循環につながってい

くと考えます。

88 慶應の三田会をモデルにしてみるのも一手段ではないでしょうか。進学、就活のサポートやビジネ

ス交流の手段としてなら有効性が発揮されると考えます。懇親会は学年ごとの実施で十分（*期は

定期的に実施している）、全大会は人数が多過ぎて開催目的が明確になりません。例えば弊社**

（広告業界）に在籍する同窓生グループと**さん（商社業界）に在籍する同窓生グループがある

テーマで交流を持てるとしたら、日本人学校の信頼関係ならではの有効なビジネス交流が可能とな

ると想像しました。

89 幹事の皆さまいつもありがとうございます。なかなか難しい問題ですね。個人的には存続しなけれ

ばならないという考えでもなく、こういった大組織は形骸化しがちですよね。外注に賛成です。

90 過去に同窓会の総会に参加しましたが、役員の負担が多大であると思いました。 同窓会費の管理等

も、もう少し細やかにして欲しいと思います。まずは同窓生を対象に、専任の職員を募集してはい

かがでしょうか？

91 しばらく音沙汰が無かったので気になってました。一部のメンバーに負荷が集中しないよう工夫し

ながら安定して存続させられるよう是非知恵を出し合って運営してゆければと願っています。今運

営にあたられているみなさんにはたいへんご苦労をおかけしてしまいますが、頑張ってください！

アンケートに記入した内容への補足ですが、100％「手弁当」は継続性に問題が生じるのでそれな

りの外注は必須と思います。ただし年会費徴収は機能しないので、スポンサーを募るかPR付の無料

サービスを利用するなりの工夫が現実的かと思っています。 ところで今回のアンケートは私や*期

の何人かには届いていませんでした。*期の**さんから転送頂いてとても助かりましたが、今一度

名簿を確認いただければ幸いです。


