2020 年度事業報告
2020 年度の事業計画で掲げた諸活動は、新型コロナ感染拡大により実施困難となり、内容と方法に工夫が
求められる事態となりました。
北海道では 3 月に全国に先駆けて緊急事態宣言が発出され、北大では授業のオンライン化、部活動や集会禁
止が通達されました。恵迪寮においては、寮生活＝共同生活そのものがリスクとされ、クラスター発生防止のた
めに多くの伝統行事、自治会活動が自粛あるいは制約を受けるようになり、更にアルバイト減少で一部寮生の
経済的困窮の状況が理事三役会に報告されました。そこで 4 月末から事業計画にはなかった「現寮生緊急支援
募金」の呼びかけを行い、寄附金を募り、マスク・食糧支援、現金給付などの支援活動を展開いたしました。
こうした活動は、寮自治会側は「同窓会対策特別委員会」が、同窓会側は「現寮委員会」が、互いの窓口となっ
て連携を強化しながら、推進・実現しました。
年度事業計画の寮歌祭・講演会、同期会や現寮生との交流等、多くの行事や会合が感染拡大防止の観点から、
自粛、中止、あるいは延期のやむなきに至りましたが、同窓会の「寮生緊急支援」の活動は、現寮生に同窓会の
存在価値を示しました。
また、全国会議の旅費節約目的で前期から検討が進められていた「遠隔会議システム」は、６月の第１回理事
会決議で「理事会における遠隔会議運営のガイドライン」が承認され、以後の会議運営は、対面会議と WEB 会
議併用を基本にして、一般社団法人としての必要な組織運営体制が確保されました。
北大学内の活動制限状況下においても編集委員会は会誌編集を粘り強く進め、8 月には会誌「恵迪」20 号を
発刊させました。また、新規取組みとして「カレンダー制作委員会」が、財務基盤充実のために初の寮歌カレンダ
ーを制作し、出来栄えも大変好評で、計画通りの収益を上げました。
北海道・東日本・西日本の各地域恵迪寮同窓会においては、本年も平成年代入寮の役員就任が続きました。コ
ロナ下においても若手を中心に、Zoom や YouTube を駆使したオンラインでのミーティングや寮歌を楽しむイベン
トが企画され、各地で新しい活動スタイルが模索されています。

１． 2020 年度主要会議の概要
会議名

開催日

開催方法

理事三役会

4月18日(土)

理事三役会

5月30日(土)

理事三役会
理事三役会
理事三役会

6月20日(土)
11月7日(土)
2月27日(土)

第1回理事会

会議は開催せず、
6月20日(土) 「決議の省略手続き」

コロナ対策・縮小開催
(アークス本社)
コロナ対策・縮小開催
(アークス本社)
(アークス本社)
(アークス本社)
(アークス本社)

第２期社員総会後

第2回理事会

7月24日(金) 対面・遠隔併用の会議
(北海道シジシー)

対面・遠隔併用の会議

第3回理事会

11月21日(土) (北海道シジシー)

第4回理事会

3月20日(土)

対面・遠隔併用の会議
(北海道シジシー)

審議事項

出席

第１回理事会･総会議案および日程1か月延期、現寮支援の件

４名

第１回理事会の決議の省略･総会コロナ対策

４名

総会･第２回理事会について
第３回理事会について
第４回理事会について

５名
５名
６名

＜決議事項＞
（第1号議案）遠隔会議システムのガイドライン承認の件
（第2号議案）２０１９年度事業報告並びに計算書類承認の件
（第3号議案）第２期定時社員総会招集の件
＜決議事項＞
（第1号議案）理事長、副理事長選定の件
（第2号議案）事務局長及び事務局職員任命の件
（第3号議案）代表幹事・副代表幹事・常任幹事任命の件
（第4号議案）幹事任命の件
（第5号議案）常任委員会並びに実行委員会の委員構成変更
及び諮問委員会委員交代の件
＜報告事項＞
1.主要な委員会の上期活動報告
2.恵迪基金準備委員会からの答申
＜決議事項＞
（第1号議案）「恵迪基金」の発足と「恵迪基金管理運営規
程」制定の件
（第2号議案）「恵迪基金運営委員会」委員任命の件
＜報告事項＞
1.「恵迪基金」発足（趣意書並びに寄附方法の案内）の件
＜決議事項＞
（第1号議案）２０２１年度事業計画承認の件
（第2号議案）２０２１年度予算承認の件
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理事２９名
監事１名

理事２７名
監事１名
事務局1名

理事２６名
監事１名
事務局1名

理事２９名
監事１名
事務局1名

会議名
常任幹事会

開催日

開催方法

4月11日(土) (クラーク会館)

恵迪基金準備委
4月26日(日) Zoom会議
員会

常任幹事会

審議事項

出席

次期役員組織体制、理事会・社員総会のコロナ対応、
現寮支援、各種行事の開催可否判断について

８名

寮生緊急支援募金趣意書協議

6月20日(土) Zoom会議

拡大常任幹事会
(兼)
対面・遠隔併用の会議
恵迪基金準備委員 10月3日(土) (クラーク会館)
会
拡大常任幹事会
(兼)
Zoom会議
恵迪基金管理運営 12月12日(土)
委員会
拡大常任幹事会
(兼)
1月23日(土) Zoom会議
恵迪基金管理運営
委員会

１０名

(1)現寮生緊急支援募金等の現状報告
(2)ホームカミングデーの「文化講演」と「寮歌の集い」の開
催可否
(3)2020年度幹事会・各委員会の編成
(4)7/24社員総会・理事会の開催方法
(5)展示改修支援募金の御礼と今後の進め方
(1)現寮生緊急支援募金、支援と給付の結果、募金の収支
(2)現寮大改修支援募金の総括、今後の課題
(3)現寮委員会の状況と課題/展示企画/文常/広報/編集/カレン
ダー
＜恵迪基金準備委員会＞…基金の基本構成
1.編集委員会「三社鼎談」計画と、現寮委員会「第2回三者意
見交換会」実施計画について
2.恵迪基金管理運営委員会：
（趣意書、小委員会呼びかけ文、寄附金申込・払込方法、募金
の広報、スケジュール）
1.現寮大改修に向け３者懇談会開催準備
2.「恵迪基金」の発足、具体化（趣意書、払込方法、告知、ス
ケジュール）
3.各常任委員会と実行委員会の報告
4.次年度の事業計画と予算の策定について

１２名

１４名

１３名

１４名

２． 同窓会活動の基本展開
（1）重層的組織活動
① 縦糸活動（地区恵迪会寮歌祭）
寮歌前線北上計画 3 年目ですが、コロナ影響により移動の自粛、飲食を伴う会合の自粛で、大半の計画は
中止、延期となりました。9/5 に予定されていた「西日本大会大寮歌祭 in 京都」は 2021 年度に延期し、
西→東→北の順送りで大寮歌祭の主管を各地区とも 1 年先送りとしました。
9/26 北大ホームカミングデー中止により、 同窓会事業の「寮歌の集い＆文化講演」も中止しました。
九州北や九州南では対面会合を実施、東日本や北海道ではオンライン寮歌祭を試行するなど、コロナに
負けない新試行がホームページで報告されています。

地域
地区割
西日本

地区寮歌祭

対応

参加者

3/28 九州北恵迪会観桜会
9/5 2020 西日本大会・大寮歌祭 in 京都
11/21 南九州恵迪寮歌寮
12/11 九州北恵迪望年会

実施
1 年延期
実施
実施

東日本

6/7 瓔珞みがく生誕 100 年を祝う会
8/10 草刈り寮歌祭(芝公園)
10 月 東日本恵迪寮同窓会大寮歌祭 in 新宿
11/7 ラジオ・De・寮歌☆(アインス号)
1/11 新春寮歌歌い初め
12/19 ラジオ・De・寮歌☆(ツヴァイ号)
12/31 ラジオ・De・寮歌☆(大みそか特別号)
2/20 ラジオ・De・寮歌☆(ドライ号)

1 年延期
実施
1 年延期
オンライン
オンライン
オンライン
オンライン
オンライン

-5名
-？
70 名以上
？
？
？

北海道

5/16
7/4
7/25
9/26
10/11
11/10
1/25

中止
中止
オンライン
中止
実施
中止
6/19 に延期

--18 名
-7名
---

開拓の村旧寮舎「観花会・観桜会」
開拓の村旧寮舎「草刈り＆昼食会」
第 14 回恵迪夏祭り
2020 北大ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ寮歌の集い
第 37 回親睦ゴルフ会(エルム CC)
第 21 回開識社講演会
新年寮歌歌始めの会

13 名
-10 名
7名

② 横糸活動（周年同期会） ： 残念ながら開催を断念し、延期となりました。
入寮年次

タイトル

内容

S44･45･46

恵迪入寮５０年の集い

10/25(日)旧寮舎/札幌アスペン
10/26(月)恵迪寮訪問

S46･47･48

46・47・48 年連合大同期会
～第４回前夜祭～

9/26(土)寮歌祭の集い二次会として計画

H01･02･03

恵迪入寮３０年の集い

2020 年実施計画

-2-

対応
延期
中止
未着手

S55･56･57

恵迪入寮４０年の集い

2021 年実施計画で世話人会を発足

未着手

（2）現寮生支援活動の強化
①「寮生緊急支援募金」の実施
4/18 理事三役会にて、コロナ禍による寮生の苦境を事務局が報告。直ちに食糧支援を決定。
4/30 理事長メッセージ「恵迪寮生救済のための『緊急募金』と『緊急差し入れ』 ご協力のお願い！」
を一斉メール配信、ホームぺージに掲載したところ、全国の同窓生から現寮にマスクや食料が届き、同
窓会の「寮生支援緊急募金」には多くの寄附金が寄せられ、延べ 219 名、総額 6,113,256 円となりました。
実施した支援の内訳は以下の通り。残金は「恵迪基金【寮生支援・奨学基金】
」に引き継がれます。
★寮生緊急支援募金
区分

支援内訳

2021/3/31現在（単位･円）

実施月日

項目

数量

2020/4/30～
2021/3/31

募金総額（銀行利息含む）

219名

米
物資支援

6/4
6/12
7/8

企画支援

6/17

1728ﾛｰﾙ

野菜ジュース

1728本

隔離対策

12/8

1,386,280

576袋

ごっつあんクーポン(ﾗｰﾒﾝ)･(ｽｰﾌﾟｶﾚｰ)･(中華料理)

現金給付 6/24～8/21 寮生支援
10/19

6,113,256

1440㎏✕2回

トイレットペーパー
士幌町ポテトチップス

行事支援

金額

現金3万円

90名

恵迪寮祭･コロナ対策支援
コロナ隔離用非常食支援
(水･ｶｯﾌﾟ麺･ごはん･みそ汁･カレー･のど飴･野菜ｼﾞｭｰｽ他)

301,485
2,738,885
50,000
48,532

支払合計（送料･手数料を含む）

4,525,182

残額（恵迪基金に引継）

1,588,074

② 恵迪寮自治会行事への支援と同窓会行事への寮生参加
恵迪寮自治会行事への支援は、寮の行事が軒並み中止となり、結果として恵迪寮祭への 5 万円の協賛支
援だけ実施。同窓会行事への寮生参加促進は、辛うじて北海道恵迪寮同窓会主催の「7/25 恵迪夏まつり
（オンライン寮歌祭）」に、現寮委員会の誘いに応じて数名の寮生の参加がありました。
③ 寮生の生活環境の保全や寮の存続に関する取組み
11 月に寮生の感染者発生で、濃厚接触者の隔離対応に関する現寮委員会の会議を、寮自治会（同対
委）と共に頻繁に開催したが、藤田副理事長の手配により、北大山口副学長が 11/13 の Zoom 会議に
参加して頂き、課題解決の糸口を掴むことができました。
以後、同窓会現寮委員会と寮自治会(同対委)との協議を更に進め、その後は「恵迪寮大改修実現に向け
ての三者懇談会」の開催を共有課題としています。

（3）財務基盤の改善・拡充
① 会費収納率向上～「年会費・支援金自動引落し」
、安定収入確保に寄与。
② 全ての終身会員に「運営支援金」納入を依頼
③ 賛助会員の募集…目標 10 社のところ実績 4 社。
④ グッズ販売…収益寄与を目的とした新規グッズ「寮歌カレンダー2021 年版」制作、予約販売で完売、
計画通りの成果。
コロナ影響で収入も減少しましたが、出費抑制の寄与もあり、黒字化までもう一歩のところです。

(4) 開拓の村旧寮舎展示リニューアル
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開拓の村での村内行事は開催できなくなり、展示企画委員会の
活動も、5 月「観桜観花会」、7 月「草刈り」、8 月「外壁塗装」などすべて中止となりました。
委員会開催は、10/25、11/15 の 2 回実施。展示コンセプトを「前言 introduction」にまとめ、展示内容
の具体化作業に入りましたが、状況悪化で再び自粛し、次年度に作業を継続します。
2019 年 11 月から始めた「名札募金」は、2020 年 4 月で目標 4 百万円の半額 2 百万円でしたので、追
加の二次募集を展開したいところでしたが、「寮生緊急支援募金」が始まり、名札募金は一旦終了致しました。
申込まれた方の名札の追加掲示は、展示改修工事が実施できる時期までお預けとなるので、個別に事情報
告する予定です。集まった名札募金は「恵迪基金【旧寮保全・展示基金】」に引継ぎ、展示改修の実施設計と
施工に要する資金の不足額は、名札募金を再開し、更に寄附金を募り確保していく計画です。

3．常任委員会と実行委員会の活動
【常任委員会】
(1)会計委員会、(2)組織委員会、(3)編集委員会、(4)事業委員会、(5)広報委員会、(6)文常委員会…省略
(7)現寮委員会
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2020 年度は新型コロナウイルス感染症に関する寮生支援に終始した。7 月の新入寮生来札までにほぼ
毎週 ZOOM 会議を繰り返し、恵迪基金準備委員会に協力する形で多くの寮生支援を実施することが出来
た。新体制となった 8 月以降も、10 月の寮祭支援、11 月の寮内コロナ陽性者発生対策などのコロナ対策
が続く中、従来からの懸案事項である恵迪寮舎の大規模修繕などを前進させる議論も再会し、寮自治会
と副学長との懇談会開催も目指しているが、大学当局もコロナ対策が優先課題であり、協議は進んでい
ない。この状況は 21 年度も引き続くことが予測されるので、恵迪寮自治会同窓会対策特別委員会との連
絡を継続しながら、コロナ対策、寮生支援、大規模修繕対策などを進めていく。
＜2020 年度現寮委員会活動状況＞
１）会議（拡大会議含む）
・コロナ対策緊急会議
全 10 回（5 月 5 日～7 月 25 日）
・定例会議
全 5 回（9 月 5 日～12 月 20 日）
・寮内コロナ陽性者発生緊急会議 全 4 回（11 月 11 日～11 月 16 日）
・副学長懇談会準備会議
全 3 回（12 月 17 日、30 日、1 月 29 日）
２）コロナ対策寮生緊急支援（寮生緊急支援募金活動）
・カップ麺、その他食品支援 4 月
・お米、その他、生活支援物資 6 月
・ラーメン五丈原他、食券クーポン支援 7 月～
・お米追加支援（新入寮生歓迎支援）7 月
・支援金の給付（恵迪基金の活動）
３）寮生応援ビデオメッセージ配信
・横山理事長、藤田副理事長による、寮生応援ビデオメッセージ
４）寮祭応援
・本部／北海道／東日本／西日本 各同窓会より 5 万円ずつ
合計 20 万円の協賛金支援
５）寮内コロナウイルス感染症陽性者発生に伴う、緊急隔離者用食品支援
・100 食を隔離者用食品として寮内にストック
６）コロナウイルス感染症の感染拡大による経済的困窮寮生調査
・全 2 回 20 年 5 月、21 年 2 月
７）卒寮生、新入寮生への記念品贈呈
・CD『百歌繚乱』プレゼント （21 年 3 月、4 月）

【実行委員会】
(1) 開拓の村旧寮舎展示企画委員会・・・（既述のとおり）
(2) 現恵迪寮大改修支援募金実行委員会
北大フロンティア基金による「現寮大改修支援募金」は、2021.3.31.現在 283 名、11,250 千円となった。
（3） カレンダー制作委員会
収益寄与を目的とした新規グッズ「寮歌カレンダー2021 年版」制作は、予約販売で完売し、計画通りの
成果を上げた。
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