2019 年度 事業報告書
自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 日

獨協大学父母の会

獨協大学父母の会は、獨協大学父母の会規程第３条に則り、
「大学の教育方針に則り、大学と大学の学
部に在籍する学生の父母が連携を図り、学生の学習活動を支援するとともに、大学の教育研究環境の充
実及び発展に寄与することを目的」に活動しています。
2019 年度はこの資料３頁に掲載の事業計画に基づき、執行幹事会を 9 回(6 月、7 月、9 月、11 月、1
月、2 月、3 月、4 月、5 月)、幹事会を 10 回(5 月、6 月、7 月、9 月、11 月、1 月、2 月、3 月、4 月、5
月)開催し、計画の実施に向け会議を重ねました。また、幹事会のもとに「父母懇談会運営作業部会」、
「事
業運営作業部会」
、
「広報作業部会」の３部会を設置し、例年以上に活発な活動を行いました。
以下、各事業の成果を掲載いたします。先にお送りした総会資料共々ご確認ください。
１．父母懇談会の開催
5 月 18 日に 2019 年度総会を行い、2018 年度収支決算報告ならびに獨協大学父母の会幹事および監
査の選任を行いました。その後、第１回幹事会を開き代表幹事・副代表幹事・執行幹事が選出され 2019
年度の活動がスタートしました。また、総会終了後に懇親会を行い、会員相互が親睦を図りました。
10 月 19 日に父母懇談会（学内会場）を開催し、大学協力のもと教職員から日頃の教育活動に関する
情報提供を受けると共に、教職員と父母、また会員同士が交流を深めました。また、遠方にお住いの会
員に対する情報提供と交流促進を目的に、6 月 30 日に父母懇談会（長野会場）と 12 月 8 日に父母交
流会（大阪会場）を開催しました。特に父母交流会（大阪会場）は初の関西での開催となりました。な
お、3 月 7 日に予定していた父母交流会（学内会場）「能とバレエとピアノのコラボレーション＆講演
会」は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止しました。
２． 進路就職活動への支援
大学が実施している進路就職活動支援を助成するため、大学に対し寄付を行いました。また、会員の
最大の関心事である就職に関する情報提供を目的に、キャリアセンター協力のもと、ご父母・保証人に
対し４回にわたり講演会を実施しました（4 月 1 日父母の会入会式、6 月 30 日父母懇談会（長野会場）
、
10 月 19 日父母懇談会（学内会場）
、12 月 8 日父母交流会（大阪会場）にて実施）
３． 奨学金事業への支援
経済的事情により学業継続が困難な学生を支援するため、大学に寄付を行いました。この寄付金は
「獨協大学父母の会奨学金」として年額 26 万 4 千円が 100 名の学生に給付されました。
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４． 大学の教育研究活動への助成
教育環境向上のため、図書資料購入と教育備品購入のための寄付を大学に行いました。
学部教育の活性化のため、大学に対し助成金を寄付しました。この助成によりこれまで学生の経済的負
担となっていた、ゼミ論文集の印刷製本代やゼミ合宿での施設利用料などの負担をなくすことができ
ました。
父母の会関連資料の一部を、大学発行の広報誌「獨協大学ニュース」と共に発送していることから、
年９回大学が送付している「獨協大学ニュース」の発送代の一部を大学に対し寄付しました。
芸術鑑賞または芸能鑑賞に関する企画として、2019 年度は 8 月 3 日に「芸術芸能鑑賞企画『宝塚歌
劇団体鑑賞』
」
、12 月 15 日に「伝統芸能鑑賞教室『歌舞伎団体鑑賞』
」を行い、学生が日本の伝統芸能
を堪能しました。また、学生の情操教育の一助とすることを目的に、2019 年度も国立美術館、国立博
物館、東京都歴史文化財団、国立科学博物館、国立劇場、草加市文化会館の各団体が提供するキャンパ
スメンバーズに加入し、年間を通じて学生に芸術芸能に触れる機会を提供しました。
チャレンジ活動精神旺盛な学生に対し助成や顕彰を行う「学生チャレンジ支援プログラム」を主催
し、意欲溢れる学生に対し助成金を支給しました。また、優れた成果を上げた学生に対し顕彰金を贈呈
しました。さらに、在学中に公認会計士試験に合格した学生に対し特別報奨金を贈呈しました。
５． 機関紙の発行
機関紙『父母の会会報』を、計画どおり 4 回（37 号、38 号、39 号、40 号）発行し、会員に対する
情報提供に努めました。
６． その他本会の目的を達成するために必要な事業
2019 年度入学式に関わる諸費用の助成として、式典会場の模様をサテライト会場に中継するための
費用を大学に対して寄付しました。また、入学式に出席した新入生に対し昼食弁当を提供しました。
卒業生記念品代の一部を大学に寄付しました。
新入会員及び父母懇談会に出席した会員に配付する『父母の栞』を制作しました。
父母懇談会等各種行事で配付するオリジナルボールペンとトートバッグをノベルティグッズとして
制作しました。
父母の会規程に基づき、学長との懇談会を 12 月 14 日に学内で行いました。本会の活動報告と意見
交換を行い、今後も本会と大学が連携を密にしていくことを確認しました。
ホームページを通じてタイムリーな情報提供に努めました。なお、2019 年度は遠方にお住まいの会
員に対する情報提供の一環として、父母懇談会（学内会場）と父母懇談会（長野会場）のダイジェスト
ムービーをホームページにて公開しました。
2018 年の本会 10 周年を記念して公募し決定した本会シンボルマークの商標登録を行いました。
以上
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２０１９年度 獨協大学父母の会 事業計画
事業名称
１．父母懇談会の開催

事業内容
（１）総会終了時の懇親会開催
（２）父母懇談会の開催（学内会場及び学外会場）
（３）会員間の交流の促進（交流会、講演会の実施）

２．進路就職活動への支援

（１）学生のキャリア形成支援のための助成
（２）父母向け啓発事業

３．奨学金事業への支援

（１）
「獨協大学応急奨学金」への寄付
（２）
「獨協大学父母の会奨学金」への寄付
（３）災害被災地学生への支援

４．大学の教育研究活動
への助成

（１）教育環境向上のための助成
（２）学部教育活性化のための助成
（３）
「大学ニュース」の保証人宛発送代への助成
（４）芸術鑑賞または芸能鑑賞に関する企画の実施
（５）文化施設利用制度への加入支援
（６）学生チャレンジ支援プログラムの実施
（７）大学、学部または学生活動への助成

５．機関紙の発行

（１）総会および幹事会での議決事項の会員への速やかな報告のため、機関紙を発行
①発行回数：年３回以上
②体裁：Ａ４判、８頁程度カラー印刷とする
（２）正会員に対する大学行事のお知らせ
（３）編集体制の整備

６．その他本会の目的を

（１）入学式および卒業式に関わる諸費用の助成

達成するために必要な

①入学式及び卒業式のサテライト会場遠隔放映費用助成

事業

②入学式当日の新入生用昼食弁当代金助成
③入学式当日の新入生用配布物用手提げ袋製作代金の助成
④卒業式記念品製作費への助成
（２）各種パンフレットの作成費助成
①封筒作成費用、封入作業代行費用助成
②「父母懇談会用資料冊子」製作費助成
（３）大学の各種ガイドブックの制作費助成
（４）父母配付用ノベルティグッズの製作
（５）獨協大学周年事業のための積立
（６）事務局体制の整備
（７）ホームページの運営
（８）支部の設置に関する検討
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2019年度 獨協大学父母の会 活動記録
月

日

曜日

1

月

入会式

会議・行事等

6

土

役員説明会 第3回
執行幹事会 第8回

4月
20

土

11

土

幹事会 第9回
第5期チャレンジ審査委員会
役員立候補者ガイダンス
会計監査
第1期チャレンジ審査委員会

5月

執行幹事会 第9回
18

土

幹事会 第10回
総会
幹事会 第1回

8

土

30

日

6月

執行幹事会 第1回
幹事会 第2回
父母懇談会(長野会場): ホテルメルパルク長野
執行幹事会 第2回
幹事会 第3回

7月

13

土

第2期チャレンジ審査委員会
作業部会(父母懇談会、事業運営、広報作業部会)
学長主催感謝の会

8月

3

土

芸術・芸能鑑賞企画 「宝塚歌劇 団体鑑賞」
執行幹事会 第3回

9月

28

土

10月

19

土

幹事会 第4回
作業部会(父母懇談会、事業運営、広報作業部会)
父母懇談会（学内会場）
執行幹事会 第4回

11月

幹事会 第5回

16

土

8

日

父母交流会(大阪会場)：大阪第一ホテル

15

日

伝統芸能鑑賞教室第14回「歌舞伎座 歌舞伎団体鑑賞」

11

土

作業部会(事業運営作業部会)

第3期チャレンジ審査委員会
作業部会(父母懇談会、事業運営、広報作業部会)

12月

執行幹事会 第5回

2020年
1月

25

土

幹事会 第6回
第4期チャレンジ審査委員会
作業部会(父母懇談会、事業運営、広報作業部会)
執行幹事会 第6回

15

土

2月

幹事会 第7回
役員説明会 第1回
作業部会(父母懇談会、事業運営、広報作業部会)

22

土

3月

14

土

4月

4

土

9

土

執行幹事会 第7回
幹事会 第8回
執行幹事会 第8回
幹事会 第9回
役員説明会 第2回

5月

6月

役員説明会 第3回

会計監査
2019年度第5期チャレンジ審査委員会

16

土

執行幹事会 第9回

20

土

幹事会 第10回
作業部会（三部会合同）
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