
 

 

第 74回（令和 5 年度）甲南高校同窓会事業計画 

第 74 回甲南高校同窓会  

実行委員長 木谷 大士 

 

 

１ テーマ   「ＲＯＯＴＳ」 －歴史をつなぐ－ 

 

長引く新型コロナウイルス感染症やウクライナ紛争、地球温暖化、日々ふりつもる

ストレス、吹きあれるニュース、どんよりした未来に、迷い不安になり、時に、浮き

草のように漂っていると感じることもあるでしょう。 

しかし、自らのＲＯＯＴＳ（ルーツ）に立ち返る時、私たちは一枚きりの葉っぱで

はありません。 

甲南高校という、同じ根（ＲＯＯＴ）を持つ大樹には、同じ枝に共に育った仲間、

時代を作った先輩方の太い幹、そして、力みなぎる若い芽があります。 

 

コロナ禍を経て四年ぶりの通常開催となる、今年の甲南高校同窓会の活動。 

 

この節目の年に、第二鹿児島中学校、第二高等女学校、甲南高等学校の同窓生が再

び集い、甲南高校という大樹の存在と、歴史・伝統を受け止め、その力を、自らと次

の世代の力へ変えていける一年となるようにとの想いを、テーマ「ＲＯＯＴＳ」に込

めました。 

 

 

２ 事業日程  

(1) ４月 22日（土）  ボウリング大会（T-MAX BOWL） 

(2) ５月 27日（土）  ゴルフ大会（島津ゴルフ倶楽部） 

(3) ６月 25日 (日)   ソフトバレーボール大会（甲南アリーナ） 

(4) ７月 30日（日）  南日本新聞広告掲載 

(5) ８月５日（土）   第 74回(令和 5 年度)甲南同窓会総会・懇親会 

（城山ホテル鹿児島） 

(6) 11 月２日、３日（木、金）   おはら祭り夜まつり，本まつり 

 

 



 

３ ボウリング大会  

(1) 日 時  ４月 22日（土）15：00受付開始、15：30競技開始 

(2) 会 場  Ｔ－ＭＡＸ ＢＯＷＬ 

（鹿児島市東千石町 3-39キャパルボ横 TEL099-225-1011） 

(3) 競 技  ２ゲーム（最大 30組、120 名を上限）               

(4) 参加料  2,000 円（靴代、参加費込） ※但し、大学生 1,000円 

(5) 懇親会   17：30 受付開始  18：00開始 

会場：ＨＩＮＡＴＡ（ヒナタ） 

鹿児島市東千石町 3-41キャパルボ３階  

TEL 050-5841-6836 

会費：5,000 円 

(6) 参加申込 所定の申込フォームへの入力もしくは参加申込書を FAX にて送信 

WEB 申込フォーム  FAX：099-257-0024 

   

 

 

(7) 担 当  太田・福山 

 

 

 

４ ゴルフ大会  

(1) 日 時  ５月 27日（土） 8:12 第１組スタート（OUT15 組 IN15 組） 

(2) 会 場  島津ゴルフ倶楽部（鹿児島市宮之浦町 4092-2 TEL099-294-8111） 

(3) プレー代 キャディ付き：15,660円 (カート代・昼食代込)※限定 10組 

キャディなし：11,810円 (カート代・昼食代込) 

(4) 参加費  2,500 円（当日フロントにて精算させて頂きます） 

(5) 参加人数 合計 30組（120 名）を上限。 

(6) 懇親会   ホールアウト後各自解散 19：00～表彰式＆懇親会 

18：30受付開始 19：00 開始 

会場：未定 

会費：5,000 円程度 



 

(7) 参加申込 所定の申込フォームへの入力もしくは参加申込書を FAX にて送信 

WEB 申込フォーム   FAX：099-257-0024 

 

 

 

(8) 担 当  太田・福山 

 

５ ソフトバレーボール大会  

(1) 日 時  ６月 25日 (日) 8:30～13：00（8:00 受付、競技開始 9:00） 

(2) 会 場  甲南高校内（甲南アリーナ２階） 

(3) 参加料  1 チーム 3,000 円  ※但し、大学生 2,000 円 

(4) 参加チーム数 ２００人程度（２０チームを上限とする）１チーム６名以上 

（基本的には卒業期対抗戦とさせていただきます） 

(5) 参加申込 所定の申込フォームへの入力もしくは参加申込書を FAX にて送信 

WEB 申込フォーム     FAX：099-257-0024 

 

 

 

(6) 担 当  太田・福山 

 

 

６ 総会・懇親会  

(1) 日 時  ８月５日（土） 17:30～ 

(2) 会 場  城山ホテル鹿児島 エメラルド 

(3) 会 費  一 般      7,000円（当日 7,500円） 

63 期以下  3,500 円 

旧教職員  3,500 円 

同伴者      3,500 円（配偶者又は介助者） 

(但し、二中、二高女の同伴者 無料）                 

(4) 内 容  テーマに沿った内容を企画中 

 



 

(5) 参加申込  

① 所定の申込フォームへの入力 

・ホームページに掲載している所定のリンクから入力 

・ボウリング・ゴルフ・ソフトバレー等で実行委員会が配布するビラに掲載し 

ているＱＲコードから入力 

       WEB 申込フォーム 

 

 

 

② ホームページに掲載または広報誌「蔦のある窓」に同封の所定の参加申込書を

FAX にて送信 

FAX：099-257-0024 

③ 各幹事に申し出て頂き、必要事項が記入された出席者リストを各期幹事よりご提

出頂く 

(6) 会費の徴収 

① 口座振込 

② クレジットカード支払 

（これまでの会費の納入方法を希望される場合は、個別にご対応いたします） 

 ・チケットは取り扱いません（参加者は名簿にて管理いたします） 

 ・会費の納入状況については実行委員会で確認し、参加者名簿として幹事会 

（第 5回・第 6回）にてご報告いたします。 

・当日参加者は現金払い 

(7) その他 

 ・食事方式については第 70回（2019年）時と同様の卓盛を予定 

 ・会場（エメラルド）の最大収容人数は 400名程度（2023.2.28 現在） 

   

７ 総会の告知方法  

(1) 南日本新聞朝刊に開催広告掲載（１面掲載） 

① 掲載時期 7月 30日（日） 

② 広告の募集 

 ・各期の幹事を通じて、積極的な募集を実施（県内外問わず） 

 ・51期新聞広告担当チームを結成し、計画的な広告依頼 



 

③ 広告内容 

・名刺広告（1枠 1万円） 

・複数枠・連合枠 従来どおり設定 

（名刺広告 1枠 1万円を基準に大きさに応じて金額を決定） 

(2) 「蔦のある窓」に差し込み広告、各期幹事を通じた告知 

①「蔦のある窓」に広告・総会出席の申込み表（FAX 対応）の差し込み。 

広告 FAX申込みの方に振込用紙を封書にて送付。 

（広告申込締切 6月 30日予定、総会・懇親会申込及び振込・クレジットカー 

ド支払締切 7 月 19日予定）  

② 各期の幹事を通じて、総会の告知および参加者の募集。 

  ・各期幹事に出席者リストを配布（第３回幹事会を予定） 

  ・当日参加の場合は原則、当日参加者用テーブルへの着席とする。 

(3) ポスター・フライヤー  

 ・ポスター（A3）100枚、フライヤー（A4・ハガキ）1,000 枚を作成。 

→同窓生に貼付け、配布依頼。また、実行委員運営行事等で配布。 

鹿児島市掲示板（抽選必要）。 

(4) その他 

WEB による告知：ホームページ、SNS など 

 

 

８ 物販について 

⑴ 物販の目的 

・51 期の同窓会事業に関わる活動費の補助 

・同窓会への参加意識・連帯感の醸成 

⑵ 物販品(検討中) 

・ティッシュケース 

・ネッククーラー 

⑶ 今後の物販活動 

・決定した物販品についてはグッズ販売届出書提出 

・スポーツイベント、各幹事会、各同窓会総会・懇親会にて販売 

 



 

９ 幹事会の開催について  

第１回   ３月  ８日(水)   二甲記念館  18:30～ 

第２回  ４月１８日(火)     兼新入幹事歓迎会 ＠山形屋大食堂 18:30～ 

第３回  ５月１６日(火)   二甲記念館 18:30～ 

第４回  ６月２０日(火)   二甲記念館 18:30～ 

第５回  ７月 ４日(火)   二甲記念館 18:30～ 

第６回  ７月２５日(火)   二甲記念館 18:30～ ＜直前幹事会＞  

 以上 


