1
２０２２年（令和４年）２月 22 日
都立新宿高等学校朝陽同窓会

朝陽同窓会

〇 館山寮再建第 2 期計画

ホームページ

〇 緊急！館山寮再建募金のお願い

ニュースレター

〇 １００周年記念祝賀会
〇 １００周年記念会員名簿の発行
同窓会 LINE

館山寮再建第２期工事

始動！！

館山寮再建支援募金のより一層の充実を！
2019 年 9 月の台風 15 号の襲来により倒壊した、館山寮男子棟ほかの再建について第 2 期工
事としての基本計画が確定し、（株）加藤建設との間に施工契約を結びました。
既に、第 1 期工事は倒壊した男子棟の解体，敷地の更地化として行われ、2020 年 7 月末に完
了しています。今回の第 2 期工事では、倒壊した男子棟を再建するのみならず、シロアリの被害
により危険な状態となった女子棟も解体・再建し、さらに、法不適格部分が見つかった浄化槽を
も交換するという大掛かりなものとなります。１月 20 日には女子棟の解体が始まり、いよいよ、
再建に向け、歩を踏み出しました。

第 2 期工事の概要と基本計画
１．基本計画概要
１）男子棟の再建，女子棟の解体・再建，浄化槽更新を実施する。
２）工期は 2022 年 1 月に着工し、同年 6 月末の完成を目指す。
３）施工は（株）加藤建設（南房総市）に発注し、基本設計，詳細設計および工事監理はニジア
ーキテクツ一級建築士事務所（目黒区）に委嘱する。
４）工事費総額は概算で 11,203 万円を上限とする。
５）資金計画として、保険金および館山寮再建支援募金を活用するが、不足分は館山寮再建支援
募金の呼びかけをより一層強力にし、2022 年６月を目途に不足額を充当するように会員各
位の協力を仰ぐ（p.2 参照）
。
２．建屋の構造と工事内容
１）従来の建屋の配置に多少の変更を加え、以下のような配置とする。
①男子棟：すでに更地化されているので、7.2ｍ×5.4ｍの分棟型宿泊室４室を直列的に配置し、
男子の宿泊室とする。全室布団敷とし、1 室 12 名。
②教育棟：すでに更地化されているので、7.2ｍ×5.4ｍの分棟型宿泊室２室を直列的に配置し、
教員，ＯＢ指導員の宿泊室とすると共に臨海教室全体の運営・監督を行う場とする。男子棟
と教育棟の間には幅 1.8ｍの通路を設ける。
③食堂棟：管理人室が台風により雨漏り等が発生しているため、内装の一部を改修する。
④女子棟：現存女子棟はシロアリの被害が甚だしいため、解体して建て替える。4.5ｍ×8.1ｍ
の分棟型宿泊室 5 室を直列的に配置し、1 室はＯＧ指導者の、他 4 室を女子の宿泊室とす
る。全室布団敷とし、1 室 12 名。
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⑤共通棟：既存の増築等で、保健室の機能を持たせるなど多目的に利用する。
⑥浄化槽：当初は既存浄化槽を引き続き利用可能と想定していたが、今回調べ直したところ、
法不適格であることが判明したので、更新する。
↑海岸へ

⑤共通棟

③食堂棟
④女子棟

①男子棟

②教育棟

正門

臨海教室再開に向けさらなる募金協力を要請！！
館山寮再建第 2 期工事の費用概算は、以下のとおりです。この金額は、財団法人朝陽会内に設置さ
れた、館山寮再建実行委員会と施工業者との間での粘り強い交渉の結果、合意に至ったもので、これ
までと同様の臨海教室実施のため、必要最小限の内容を確保しています。
館山寮再建第 2 期工事費用見積もり（概算）
工事費

（財）朝陽会資金（2022 年 2 月現在）

9,943（万円）

損害保険金

8,660（万円）
3,248

設計・工事監理料

960

館山寮再建募金

初期費用

300 注 1）

第 1 期工事

計

11,203（万円）

計

△1,600
10,308（万円）

注 1）初期費用：カーテンの設置，教育棟，共通棟の空調等、臨海教室再開に向け必要な費用

以上の通り、現在の（財）朝陽会資金では、895 万円（概算）不足することになります。不足分
は 100 周年記念募金から補填することになりますが、必ずしも充分とはいえません。
緊急館山寮再建募金として、重ねて会員各位の協力をお願いする次第です！！

◆銀行振込

三菱 UFJ 銀行

新宿通支店

普通

2699254

朝陽同窓会

振込依頼人名は、卒回・対象区分・お名前の順に入力下さい
対象区分：H 100 周年募金、

記入例

T 館山寮再建募金

10T ｼﾝｼﾞｭｸﾀﾛｳ（新 10 回生館山寮再建募金の例）
R7H ﾁｮｳﾖｳﾊﾅｺ（六中７回生 100 周年募金の例、R を付してください）
ST ﾁｮｳﾖｳﾀﾛｳ （旧教職員は S を付してください）
クレジット決済

◆クレジット決済

ホームページ「寄付金・会費の振込はこちらから！」にリンクした次の URL からご利用く
ださい VISA と MasterCard がご利用できます

https://salat.club/chouyou/
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《 100 周年記念祝賀会 》
一次申込受付を開始いたします、お誘い合わせの上ご参加をお願いします！
1.

開催要項
・開催日

2022 年 10 月 23 日（日）

13 時 30 分開始予定（３時間）

・場所

京王プラザホテル

・参加者（形式）

400 名

（着座、コース料理）

・会費

１万円

学生は 8 千円

・プログラム

対談１）各界功績者による高校時代の思い出や人生のエピソード

コンコードボールルーム

対談２）現役先生、若手卒業生による今、そして未来に向けた話
その他、音楽演奏、展示などを予定しています。
2.

コロナ禍における開催に関して
終息の見通しがつかないコロナ禍にあって安全・安心な開催が大変重要となります。
感染拡大が予見される場合は今年の開催を中止といたします。 まず 4 月時点で会場契約す
るか否かの判断、その後も毎月感染状況等を見ながら実施可否の判断を適宜行いますが、開
催準備の都合上最終判断を 8 月に行う予定です。

3.

一次受付要領

【受付期間 本ニュースレター配布後よりスタート～ ５月 31 日】

・概要 エントリー受付とし、ご参加を希望される方のご連絡をお待ちしています。なお、
会費は中止の場合もありますので開催決定後の 9 月に事前払いを頂く予定です。
・申込

メール、FAX、又ははがきにて、お名前、卒業回、連絡先（メール、昼間に連
絡が取れる電話番号）を同窓会事務局までご連絡ください。

・特典 一次でエントリーされご参加いただいた方にはささやかな特典を用意します。
なお、朝陽 71 号で、詳細や申込状況をお知らせし、その後二次受付を開始する予定です。
4.

展示品募集！

祝賀会当日、会場入口スペースに展示する作品等を募集します

例：絵画、写真、生け花などの制作物等。まずは事務局にご連絡,ご相談ください。

《 100 周年記念会員名簿 》
会員名簿を 2023 年 3 月に発行予定です、住所等の事前調査票を「朝陽 71 号」に同封します！
1.

会員名簿の制作・発行を㈱サラトに委託します
費用負担削減等の理由にて、プライバシーマーク取得のデータ整備専門会社㈱サラトに
制作・発行を委託します。

㈱サラトは約 40 年にわたって全国の同窓会名簿を多数作り

続けている信頼ある会社です。https://salat.co.jp/
2.

(クレジット決済を委託済)

6 月発行の「朝陽 71 号」は例年と異なり A4 版封筒にてお送りします。
「朝陽 71 号」，「募金趣意書」と共に名簿掲載事項の確認用に調査票等が同封されます。
調査票の返信先は朝陽同窓会宛で従来通り会員情報は同窓会で管理いたします。

3.

名簿購入のセールス電話があります
名簿発行までの間に、㈱サラトから名簿の購入等のセールスが皆さまのもとに電話など
でされることがありますので、予めご了承の程お願い申し上げます

館山寮再建、祝賀会をはじめとする 100 周
年事業については、会報「朝陽 71 号」にて
改めて詳細をご案内いたします

お問合せ : 朝陽同窓会事務局
住所 〒160-0014 新宿区内藤町 11-4
電話 03-5368-8366 Fax 050-3730-0138
メール jchouyou@estate.ocn.ne.jp

