
2021 年度事業報告 

2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで 

 

本年度も新型コロナウイルス感染症は収束することなく、桜楓会もまた大きな影響を受けた。そう

した状況のもと、事業計画に基づき、遠隔会議システムも用い、各会議を実施、様々な工夫を施し、

以下に示すように、桜楓会の運営を進めた。 

目標である「桜楓会設立 120 周年に向けて」として、様々な事業を進めたが、財政の悪化が見られ、

基盤の構築が課題と考えられる。そのため本年度の重点課題に沿って、役員、職員共に検討を重ね、

桜楓会設立時からの理念、歴史を今一度学び、現状を把握し、中長期計画を策定した。2022 年度にお

いては中長期計画を着実に実施したい。 

 

 

【重点課題】 

 中長期計画の策定 

  ・桜楓会中長期計画（2022 年度～2031 年度）を策定した。（別紙） 

 

 ICT を活用したシステムの構築 

  ・詳細なデータ整備の機能を持つ会員管理システムへの移行を進めた。 

  ・多くの会員の事業への参加を可能とする LAN システムの構築のための工事に取り掛かった。 

  ・会員の利便性を高めるため、キャッシュレス決済のシステムを導入した。 

 

 公益目的支出計画に沿った事業の実施 

  ・コロナ禍を経験し、状況に変化が生じた場合も事業の実施が可能となる体制（オンラインの導 

入等）の検討を開始した。 

  ・公益目的を明確にした事業運営を行うため、事業の公益性について精査、見直しを開始した。 

 

 

【管理部門】 

１.総務部 

 (1)法人行事・会議の企画・実施 

①第 118 回(一社)日本女子大学教育文化振興桜楓会定時総会  

6 月 19 日(土)10：30～11：38（於 桜楓 2 号館) 

議決権のある総代議員 291 人  

出席した代議員 208 人（うち 委任状出席 73 書面による議決権行使出席 121） 

承認事項 2020 年度決算報告承認の件 監査報告  

報告事項 2020 年度事業報告  

2020 年度公益目的支出計画実施報告及び監査報告  

2021 年度事業計画 2021 年度収支予算 



②2021 年 3 月卒業（新 71 回）回生幹事との会 

6 月 19 日(土) 11：55～12：20 出席 15 人（回生幹事、名誉会長、理事長、職員） 

内容「桜楓会とは」「新生活について」意見交換 

③1・4 年次アドバイザーの先生方との会（Zoom、一部 Breakout Rooms） 

 10 月 7 日（木）13：30～15：00 出席 63 人（1・4 年次アドバイザー、役員、職員） 

 内容「桜楓会について（PPT）」意見交換 

 ④三女子大学同窓会との懇談会（Zoom） 

 11 月 30 日（火）14：00～16：00 出席 15 人（津田塾大学、東京女子大学、日本女子大学各

同窓会 役員、事務局） 

 内容 「各行事の開催について」コロナ禍での活動（通常時との比較と併せ）他 

⑤全国支部長・代表回生幹事会（於 桜楓 2 号館） 

   12 月 5 日（日）13：30～15：40 出席 86 人                 

   内容「桜楓会の現状と中長期計画」「役員選出委員会委員選出」 意見交換 

 ⑥桜楓会と大学との今後の連携に向けての打ち合わせ会（於 桜楓 2 号館) 

   12 月 23 日（金）15：30～16：45 出席 13 人（大学事務局長他、桜楓会） 

   内容「個人情報の取り扱いについて」「会費の代理徴収について」他 

⑦成瀬先生ご命日・逝去会員追悼会（於 桜楓 2 号館） 

2022 年 3 月 4 日（水）13：30～14：30 出席 37 人（大学関係者、役員、職員) 

講師 日本女子大学名誉教授 片桐芳雄氏  

講話 「成瀬仁蔵の生と死－成瀬先生を偲んで－」 

  ⑧新 71・72 回生幹事との会 「先輩と話そう！」－聞いてみたかったあのことも、、、－ 

（Zoom、一部 Breakout Rooms） 

   2022 年 3 月 12 日（土）13：30～15：00 出席 14 名（回生幹事、理事長、常任理事、 

管理部門担当理事、職員） 

   内容「私の学生時代」「卒業後の日常」「聞かせてください！」（回生幹事のみ）意見交換 

⑨日本女子大学総合企画部との定例打合せ 10 回開催 

⑩理事会 15 回開催（定例 11＜7＞ 臨時 4＜2＞ ＜ ＞内は Zoom 併用) 

 持ち回り審議 ２回 

 (2)構内･施設等の整備及び保全管理 

①一般庶務業務  

②管財業務  

③営繕業務 施設の修理・保全 

(3)職員の労務管理 

①労働協定書の整備 職員名簿の作成 出退勤の管理 給料計算 緊急連絡網の整備 

②健康管理 健康診断受診者対応 

③福利厚生 社会保険 

2021 年度職員の状況 職員 13 人 パートタイマー 13 人（うち特例高齢者 3）  

(3 月 31 日現在) 

  ④新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 



(4)桜楓会諸規程・内規の整備  

(5)安全衛生・防災計画の立案・実施  

(6)システム管理  

 ①印字 

  ②ネットワーク管理 新システム導入及び移行テスト 

(7)公的助成金の申請 

 

2.会員部 

(1)会員及び在学生の情報整備及び管理 

①会員数 90,233 人(うち正会員数 9,767 名) 

準会員数 2,329 人 賛助会員数 27 人 

②データ抽出 

③大学関係機関とのデータ交換、提供 

a. 大学学部及び付属機関（成瀬記念館等） 

b. 各学科縦の会 

④データ照会受付・対応 

a. 大学関係機関（総務課、LLC 等）からの照会への対応 

b. 他団体・個人からの照会への対応 

(2)支部・回生活動の推進 

①支部数 146（含海外 4） 

②支部・回生活動支援奨励金の応募受付・手配 

2021 年度給付 徳島支部「リレーで継
つ

なぐアーティスト」 

③各支部へ新入会員名簿及び支部通信・連絡費交付口座届書の送付 

④支部通信・連絡費の交付 

⑤支部・回生からの要請に応じての名簿作成 

⑥新回生幹事への説明会 

12 月 16 日（木）13：30～15：00 出席 22 名（回生幹事、管理部門担当理事、職員） 

⑦新卒者への祝品贈呈 

(3)慶弔及び災害見舞 

祝電 7 通 弔電 3 通 お悔み状 132 通  

 

３.財務部 

(1)財務 

①予算案の作成  

②資産管理 

 (2)会計 

  ①会計管理 マイナンバー管理 

②資金管理  



③決算業務  

④会費納入依頼 

a. 節目回生（新 11、21、31 回生他）への会費納入願い 5,122 通 

b. 5 年節目を迎える回生（新 16、26、36 回生他）への会費納入願い 2,359 通 

c. 卒業 5 年目を迎える回生（新 65 回生）への会費納入願い 931 通 

d. 65 歳を迎える回生（新 29 回生）への会費納入願い 729 通 

e. 60 歳を迎える回生（新 34 回生）への会費納入願い 782 通 

f. 受験生を持つ親の世代（新 46 回生）への会費納入願い 1,049 通 

g. 4 年次学生への正会員前受会費納入促進（新 72 回生）1,700 通 

h. 1・2 年次学生への準会員会費納入促進（新 74、75 回生）3,200 通 

i. 新卒予定者への会費納入願い（新 72 回生・通信 70 回生）1,700 通 

  ⑤安定した財政基盤の確立への取り組み 

a.「ご寄付のお願い」パンフレット送付 

在学生保護者へ「学園ニュース」と同送 7,900 通  

b. 古本募金制度「きしゃぽん」によるご寄付 

  ⑥クレジットカード決済サービスの導入（管理・公益・共益） 

 

【公益事業部門】 

1.大学支援事業部 

(1)日本女子大学への助成事業 

 ①「日本女子大学桜楓奨学金」を日本女子大学に提供 

  ②国立博物館、国立美術館キャンパスメンバーズ（6 館利用）会費助成  

(2)大学支援 

①大学教育支援 

a. 桜楓会新入生奨学金 オンライン面接で選考 

 大学院生 1 人、学部生 4 人 

＊2018～2021 年度受賞者を対象として以下を実施 

・9 月 25 日(土) 授賞式（Zoom） 

 賞状授与、桜楓会理事長による桜楓会説明 

・12 月 4 日(土) 成瀬仁蔵研究会特別講話聴講 

・2022 年 2 月 19 日(土) まとめの会（Zoom）  

 1 年間の取り組みを振り返り桜楓会役員と懇親 意見交換 

・「桜楓新報」送付 受賞年度別レポート課題 

・ホームカミングデーツアーガイド、エシカルプロジェクト PLUS、マナー講座モデルの 

 協力呼びかけ（任意参加） 

b. 施設改善負担金 

②学生への就職活動支援 

a. 第 27 回「在学生と卒業生との就職懇談会」(共催 日本女子大学キャリア支援課) 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 



b.「就職のためのマナー講座」 

2022 年 1 月 14 日（土）13：30～16：30（於 桜楓 2 号館 4 階ホール） 

内容：座学 実技指導 模擬面接(講師：池田康代氏（新 32 被）、佐藤外美子氏) 

参加者 学生 19 人 

c.「オンライン就活メイクセミナー」協力：花王㈱ 

「花王 Kao 就活応援！好印象メイクセミナー〈本編〉・〈補足編〉」 

YouTube 上で期間限定（有効期限 2022 年 1 月 31 日）動画を配信 

③留学生支援 

「外国人留学生学業奨励賞・援助金授与式及び懇談会」 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

④学術支援 

第３回 JWU 幼児教育・保育セミナー  

「子どもがケアする世界」をケアする～ドキュメンテーションを手がかりに～  

2022 年 1 月 22 日(土)14：00～16：00 (於 新泉山館) 

講師 岩田恵子氏(新 42 児・大院 32 児)  参加者 29 人 

業務内容 事務局業務（参加希望者受付、名簿作成、連絡、当日受付） 

 

2.文化事業部 

(1)講師派遣事業  

支部より問合せ 2 件 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(2)桜楓会特別講座 

9 月 16 日(木)  講師 茂木健一郎氏 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(3)日本女子大学生涯学習センター連携講座 

7 月 8 日(木)13：20～15：00（Zoom 講座）  

講師 エディ操氏（新 28 住） 

演題 「生涯学び続けましょう！ キャリアを柔軟に考える」 

参加者 70 人 

(4)成瀬仁蔵研究 

①定例研究会 

   年間テーマ「成瀬仁蔵の精神を受け継ぎ伝える 

―創立 120 周年を迎え、更なる将来に向けて―」 

   ４月～７月 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止 

    ・創立期の国文学部の息吹―初期教授陣と第 1回生との交流を中心に―  

                 講師 後藤祥子氏、路川さち子氏（Zoom） 

   ・成瀬仁蔵の理想と展開 ―教え子が残した資料から―  講師 是恒香琳氏 

    ・改めて問う、成瀬仁蔵とは何者か ―女子高等教育から「社会改良」へ 

 講師 片桐芳雄氏 

   ・大岡蔦枝姉・その生涯  講師 松尾敦子氏 

   ・2021 年度まとめの会 



②特別講話 12 月 4 日（土） 

   講師 前桜楓会理事長 蟻川芳子氏 

講話「日本女子大学の 120 年 ―思い出のアルバム― 」 

③成瀬仁蔵研究会研修室の利用 3 件 

④「活動の記録（18）2018 年度～2021 年度」の編集、作成 

(5)桜楓学園の運営 

  教養講座【ピアノ(月・火・水) ヴァイオリン(月・火)  茶道表千家 茶道裏千家(火・水)  

     俳画(水・金) 書道・通信書道 ペン習字・通信ペン習字 通信短歌】 

子ども講座【ピアノ(月・火・水) ヴァイオリン(月・火) 書道(火・水) 囲碁 そろばん  

バレエ】 

 新型コロナウイルス感染症拡大の状況に応じて講座を休講、再開した。 

   3 月末日現在 在籍者数 145 人 

(6)資料 

①桜楓会関連史・資料の整理・修復保存及びデジタル化 

②寄贈図書の受け入れ 寄贈図書 23 冊 刊行物 120 部(学園関係 39、学外 81) 

③レファレンスサービス 参考質問 17 件 閲覧 10 件 貸出 16 件 資料提供 7 件 

 

3.福祉厚生部 

（1）ボランティア活動 

①視覚障害者への音訳ボランティア「麦笛」への支援 

a. 定例勉強会 7 回  

   3 月勉強会 3 月 10 日(木)10：00～12：30 

   講師 松本久美子氏 「聴きやすい読みについて」 

 b. 完成録音図書 

c. 完成録音冊子 

 d. 対面リーディング   

 

4.人材銀行 

(1)就職情報の受入れ及び提供 

 登録者 85 人 求人 44 件 

就職成立者 13 人（正職員 2、アルバイト 11）  

問合せ件数 延 535 件  

 

【共益事業部門】 

1.会員サービス部 

(1)ホームカミングデー（第 40 回 共催 日本女子大学） 

11 月 6 日（土）10：00～15：30  

午前のプログラムで、10 年前震災の影響により執り行えなかった卒業式にかわる「2011 年 3 月 

卒業生を祝う会」を開催 



(2)桜楓会バザー 

11 月 19 日（金）開催予定のところ新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

代替として 2022 年 3 月号「桜楓新報」にて「紙上バザー」を開催 

(3)学園祭参加 

10 月 17 日（土）目白祭参加予定のところ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学園祭がオンライン開催となり参加中止 

(4)シニア会員へのサービス：ゴールデンパーティー 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(5)ミドルエイジ会員へのサービス 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(6)若手会員へのサービス 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(7)異業種交流の推進  

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(8)桜楓会奨学金 

山口千沙（(新 52 物生・大院 42 物前）「下等有核生物の多核細胞から単核細胞への脱分化機構を解

明することでサルコペニア疾患の先制医療に挑む」  

阿川千尋（(新 65 社・大院 56 社前)「無料低額診療事業の歴史的研究―なぜ無料低額診療事業は残

り続けているのか―」 

桐山智子（新 67 日文）「宝塚歌劇団の芸名論」 

(9)結婚相談及び桜楓パーティー開催 

①相談業務 

資料請求者 173 人（男性 34 女性 139）  

年間登録者 174 人（男性 69 女性 105）  

来室相談者 183 人 オンライン相談者 48 人  

紹介 113 組  オンライン紹介 7 組  成立 1 組 

②桜楓パーティー開催 

7 月 11 日（日）10：30～12：30  参加者 23 人（男性 12 女性 11） 

14：00～16：30  参加者 24 人（男性 12 女性 12） 

2 月 11 日（金・祝）開催予定のところ新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

2.出版部 

(1)「桜楓新報」の発行 

①発行 年 10 回(788～797 号)   

原稿依頼 84 件 総発行部数 147,793 

②発送 総発送数 133,692  

うち、第三種郵便での送付数 月平均 10,208 

準会員宛発送 年 3 回 6,909 

学部学生保護者宛郵送（「学園ニュース」と同送）年 2 回 3 号分 20,508 



③特別編集 

  ・成瀬先生ご命日・逝去会員追悼会 中嶌邦氏講話（788 号） 

  ・西生田の歴史－創立 120 周年キャンパス統合記念に際して（788 号） 

  ・西生田キャンパス（大学地区）開校式（789 号） 

  ・日本女子大学オンラインシンポジウム 

「福島原発災害 10 年を経て、コロナ禍で考えること」を開催して（789 号） 

  ・未来のためにできること 

⑬わきまえない女性になろう（790 号） 

⑭№1・№2 家族のケアをするヤングケアラーの健やかな成長は子どもの権利です（792・

793 号） 

   ⑮環境とバイオテクノロジー（795 号） 

・桜楓会各種サービスご案内・桜楓学園のご案内（791 号） 

・オンラインミーティングに参加しませんか？（793 号）  

  ・私の美術館探訪№1・№2（793・795 号） 

  ・生涯学び続けましょう！キャリアを柔軟に考える（講演要旨）（794 号） 

  ・随想 木綿礼讃（796 号） 

  ・日本女子大学創立百二十周年記念式典〈学園の歴史と未来〉（796 号） 

  ・桜楓会紙上バザー（797 号） 

(2)第三種郵便物認可に関連する業務 

①発行後所管郵便局に見本紙発送 

②休刊届提出 

③第三種郵便物定期調査 

 

3.広報部 

(1)掲示板の管理・運営 

(2)「桜楓会」他パンフレット作成、大学発行「学園ニュース」等での広報 

(3)ホームページ管理 

①ホームページ機能追加 

②ホームページ更新等維持・管理 情報更新 146 件(本部 85 支部・卒業生 61) 

(4)SNS（Twitter）の管理・運営 

 

【収益事業部門】 

１．施設サービス部 

（1）桜楓１号館・2号館の貸室業務 

年間会合件数527件 

1 号館137件（一般69、桜楓会15、桜楓学園53） 

2 号館390件（一般51、桜楓会267、桜楓学園72、共催0、大学0）  

（2）桜楓食堂の管理  

大学教職員・桜楓会職員・桜楓会会員等への昼食提供 



飲食提供は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（3）桜楓ハウスの管理・運営 

（教職員、大学院生、留学生、3・4 年次学生のための賃貸住宅管理運営）  

入居数 3戸（ 3 月 31 日現在） 

（4）Wi-Fiの設置・管理 

  検討をしたが、収益部門としては、導入は難しかった 

 

２．実業部 

（1）書籍販売（附属中高教科書、指導書、副読本の販売も含む） 

（2）文具販売（附属校園の指定品、キャンパスグッズの販売も含む） 

（3）雑貨販売（附属校園の指定品、キャンパスグッズの販売も含む） 

（4）食品販売（大学マーク入りお菓子等） 

（5）コピー機の管理 

（6）自動販売機の管理 

（7）受託品の販売 

（8）名入り商品等の企画・販売 

 女子大クッキー、オリジナルマグカップ（JWU Life） 

（9）各種行事での販売 

①附属中学校オープンスクール 6月19日（土）    

②大学オープンキャンパス 8月22日（日）、9月19日（日） 

③ホームカミングデー 11月7日（土） 

④附属中学校入試問題解説会 11月20日（土） 

⑤全国支部長・回生幹事会 12月5日（日） 

⑥大学卒業式 2022年3月20日（日） 

 

   

【特別報告】 

☆エシカルプロジェクト PLUS－同窓会からのおすそ分け－（於 桜楓 2 号館） 

 11 月 24 日（水）・25 日（木）各日 11；00～13：00 

 内容 日本女子大学生 60 人分の食料品他の無料配布（SDGs に貢献） 

 

 


