２０２１年５月吉日

同志社中高同窓会会員各位
２０２１年度同志社中高同窓会
理

事

長 藤井 健志

広報協賛委員長 丸橋 佳高

同志社中高同窓会活動へ協賛のお願い

拝啓

万緑の候、いまだ新型コロナウィルスの完全終息も目途が立たない情勢下ではございますが、皆様いか

がお過ごしでしょうか。

平素は同志社中高同窓会の活動に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、２０２１年度の同窓会活動ホスト学年でございますが、平成８年度卒業生が担当させていただきます。
新型コロナウィルスの影響もあり、昨年同様本年度の活動についても様々な思慮を巡らせ、多くの方々のご意
見を伺う中、途切れる事なく脈々と続くこの活動を、同窓会誌の発行等、出来る範囲で続けていきたいと考え
ております。行き届かない点もあろうかと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

同窓会活動は、皆様からご協力いただく広告協賛金・賛助金(賛助金は同志社中高同窓会ホームページより
お申込み可能です)により運営しております。同窓会活動がこれからも存続出来るよう、また、母校の大いな
る発展のため、皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げる次第です。

また、同窓会活動の持続的発展をより確実なものとするため、今年も例年同様に同窓会誌の一頁全面を使用
し枠内で自由に表現いただける特別広告協賛も募集いたしますので、こちらも併せてご検討いただきたく、ご
案内申し上げます。

同級生やお知り合いの方で広告協賛へのご理解がある方がおられましたら、事務局（連絡先は別紙に記載）
までご連絡をお願いいたします。後日、広告協賛のお願いを送付させていただきます。

今後も変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

末筆ながら皆様のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

敬具
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２０２１年度基本テーマ

『

結 yui 』

２０２０年は新型コロナウィルス感染症の拡大によって、わたしたちの生活様式が大きく変化した１年でした。
同窓生と気軽に会って食事をしたりお酒を酌み交わしたりといった他愛もない日常さえ奪われ、同志社中高同窓会の
活動も予定の大幅な変更や縮小を余儀なくされました。

さて、本年度の基本テーマである『結』という字には、「たばねて一つにまとめる。むすびつける。ゆわえる。互いに労
力を提供して助け合うこと。それをする仲間」といった意味があります。

こんな時代だからこそ、同窓生のつながりや結びつきに改めて感謝し、新島先生が築かれた「良心」と「自由」という同
志社建学精神の下で一つにまとまりたい。そして先輩から脈々と受け継がれてきたこの素晴らしい伝統を、これからも
しっかりと繋いで行きたい。
そんな平成８年度ホスト学年の想いを『結』という一文字に込めて、本年度の基本テーマと致しました。
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広告協賛・特別広告協賛について
Ⅰ．広告協賛概要
内 容
１．同志社中高同窓会誌に掲載いたします。
２．同志社中高同窓会のホームページに一覧で掲載を予定しております。
自社のホームページをお持ちの場合は、リンクすることができます。
３. 京都新聞紙上への広告 ※社会情勢/運営状況によって実施の可否を判断させていただきます。
会誌広告掲載情報

① 社名・店名等名称
②卒業年度
④業種及び取扱品目、ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ等
① 社名・店名等名称
②卒業年度
① 社名・店名等名称
②卒業年度

③卒業生氏名
⑤事業所住所及び電話番号
③卒業生氏名
③卒業生氏名

新聞広告掲載情報
ホームページ掲載情報
※注意事項
・会員（卒業生）の氏名掲載は、一枠最大３名様 とさせていただきます。
・個人協賛の場合は全てにおいて卒業年度と卒業生氏名のみになります。
※改姓された方は会誌広告のみ旧姓も併記します。
（併記不要の場合は旧姓の記入は要りません）
。

会誌広告掲載情報
(今年のレイアウト、デザイン･色・文字サイズは未定です）
協賛金額
申込締切

３万円/枠
２０２１年６月３０日

Ⅱ．特別広告協賛概要
内 容
１．原則として会員が所属されているか、同窓会事業に関連のある企業様等が対象となります。
２．特別広告協賛にお申し込みいただくと、上記Ⅰ．広告協賛の内容に加えて同志社中高同窓会誌に１社一
頁全面広告（カラー）を掲載いたします。なお掲載の順序につきましては事務局にご一任いただきたく
お願い申し上げます。
３．会員名の掲載を望まれない場合は、企業名の一頁全面広告のみ（Ⅰ．広告協賛を除外する）も対応可能
です（協賛金額は変わりません）。
４．誌面構成の関係上、締切以前でも定数に達した等の理由で受付をお断りさせて頂く場合がございます。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
５．掲載内容につきましては精査させていただく場合がございます。
☆ 詳しくは事務局までご相談ください。
会誌特別広告掲載情報
協賛金額
申込締切

社名・店名等名称他自由デザイン（フルデータでご入稿ください）

１５万円（Ⅰ．広告協賛を含む総額）
２０２１年６月３０日
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Ⅲ.広告協賛・特別広告協賛共通事項
申込締切
申込方法
協賛金振込先

２０２１年６月３０日
別紙申込書にご記入の上、事務局まで E-mail またはＦＡＸにてお申し込みください。
京都銀行 本店営業部
普通預金 ５７３７２４ 同志社中高同窓会
なお、請求書につきましては同窓会誌発送後に郵送させていただきます。
（１０月中旬から下旬頃の予定です。)
振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

Ⅳ.広告申込書記入要項・注意事項

＊掲載されるのは①社名・店名等名称 ②卒業年度 ③卒業生氏名 ④業種及び取扱品目、キャッ
チフレーズ等 ⑤事業所住所及び電話番号 のみです。
＊①社名・店名等名称は(株)等を除いて１０文字以内でお願いいたします。
＊株式会社、有限会社等の表記については申し訳ありませんが、紙面の都合上(株)(有)(医)等に
略させていただきます。ご了承ください。
＊住所は２０文字以内でお願いいたします。郵便番号は掲載されません。
＊④業種及び取扱品目、キャッチフレーズ等は、１５文字以内でお願いいたします。
＊連名は３名まで可能です。それぞれに卒業年度をお願いいたします。
＊社名や氏名などに、コンピューター上では通常表示されない文字（外字）を使用される場合は
わかるように記載してください。但し、ロゴの掲載はできません。
＊URL(ホームページアドレス)は同志社中高同窓会ホームぺージよりのリンク用です。
（同窓会誌、
新聞広告には掲載されません。
）
＊E-mail と担当者は、連絡用です。
（掲載されません）
＊会誌広告の大きさは、5.8 ㎝×3.0 ㎝の予定です。(変更となる場合がございます)

◎特別広告協賛にお申込みいただける方には事務局より別途ご連絡申し上げます。

◇お問い合わせについては、下記までご連絡お願いいたします◇

同志社中高同窓会事務局
〒606-8558 京都市左京区岩倉大鷺町８９ 同志社中学校・高校学校宿志館 1 階
E-mail：d-a-a@doshisha.gr.jp (日本語で件名をお願いします。)
TEL:（０７５）７８１－７２４１
FAX：（０７５）７８１－７２３１
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同 志 社中 高 同窓 会広 告 申込 書
FAX 送信先：（０７５）７８１－７２３１
◇以下の内容で申し込みます。
（必ず申込書記入要項・注意事項をお読みいただき、ご記入ください）
１．I・Ⅱのいずれかを選択して、チェック☑を入れてください。
□

Ⅰ．広告協賛

□

Ⅱ．特別広告協賛（Ⅰ．広告協賛 ＋ 一頁全面広告）

掲載イメージ(色･デザイン･サイズ等は未定です）

※特別広告協賛にお申込の場合は、事務局より別途ご連絡致します。
２．掲載内容について、チェック☑を入れてください。
□ 昨年の内容(掲載イメージ)とすべて同じ➡ ３．お申込者連絡先 の卒業生氏名・会社名のみご記入下さい。
□ 新規お申込み ➡ すべてご記入ください。
□ 昨年の内容から変更 ➡

すべてご記入ください。
申込日

２０２１年

月

日

① 社名･店名等名称
旧姓は会誌に掲載希望される方のみ記入下さい

② 卒業年・年度

□昭和 □平成

年･年度卒 氏名

（旧姓：

）

□昭和 □平成

年･年度卒 氏名

（旧姓：

）

□昭和 □平成

年･年度卒 氏名

（旧姓：

）

③ 卒業生氏名

④ 業種及び取扱品目
ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ等

⑤ 事業所住所

住所 〒

(郵便番号は掲載されません)

及び
電話番号

電話番号
ＵＲＬ

（ＵＲＬは掲載されません）

(同窓会ｳｪﾌﾞｻｲﾄからのﾘﾝｸ用)

http ://

３．お申込者連絡先 または、請求書郵送先（上記と同じ氏名・住所・連絡先の場合、ご記入は不要です）
□昭和 □平成

卒業生氏名

年・年度卒 氏名

〒
郵送先住所
会 社

名

連 絡

先

TEL:

FAX:

部署名：

広報担当者
(卒業生ご本人と異なる場

担当者名：

合のみご記入ください）

E-Mail :

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
事務局使用欄

整理番号

受付日

月

日

受付方法

フ・メ・デ・ユ・ソ

