
 

 

 

第 116回庁立札幌高等女学校・道立札幌女子高・札幌北高校 

同窓会総会 

2020年東京楡の会総会 

 

 趣 意 書  

 

 

 

 

 

 

 

第 116回同窓会総会実行委員長 山吹達也 

（株式会社北洋銀行） 

2020年東京楡の会総会実行委員長 小鍛冶広道 

（第一芙蓉法律事務所） 

 

 



実行委員長挨拶 

 

謹啓 時下、皆様におかれましては益々御盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、本校同窓生に格別の御支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 

 本校は、明治 35年に創立された北海道庁立札幌高等女学校に端を発して、道立札幌女子高等学校を経

て現在の札幌北高等学校にその伝統が受け継がれています。１１７年間に多くの優秀な人材を輩出し、

広くわが国の政治、経済、医療、文化などの発展に貢献をしております。本同窓会では本校の同窓生が

講師となり、在校生に「働くこと」や「社会貢献」の意義を伝えることを目的とした「彩風塾」を開催

し、より高い志と豊かな人間性を有する若者を育てる努力をしております。また、同窓会が運営する会

館「ノースエイム」では一般市民を対象としたコンサートや、医療や文化の公開講座の開催、文化・教

養活動の場を安価で提供するなど地域社会の発展にも寄与すべく活動をしております。 

 

 このたび第 116回庁立札幌高等女学校・道立札幌女子高等学校・札幌北高等学校同窓会総会を 2020年

8月 1日（土）に札幌パークホテルにおいて、東京近郊に在住する同窓生が集う東京楡の会 2020年総会

を 2020年 9月 19日（土）に TKPガーデンシティ品川にて開催する運びとなりました。本会の開催にあ

たり、札幌と東京の両会場に延べ 1,000 名の同窓生の参加が見込まれ、活発な交流や多業種にまたがる

情報交換が行われます。また、両会の開催に際して同窓会会報誌を発行し、同窓会の活動や会員の社会

貢献の概況を掲載し、世代を超えた会員の交流を深めております。 

 

本会の運営にあたりましては、本来会員の参加費や同窓生からの協賛をもって運営すべきところでは

ございますが、会場費、プログラム、機材関係費などの運営諸費の負担が大きく、同窓会の自助努力の

みでは必要経費を賄えない状況です。つきましては、本会の趣旨への深いご理解とご賛同を賜りまして、

誠に恐縮ではございますが、第 116回同窓会総会ならびに 2020年東京楡の会総会の開催にご協力を賜り

たくよろしくお願いを申し上げます。 

 

 末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2020年 3月吉日 

 

第 116回庁立札幌高女・道立札幌女子高・札幌北高同窓会総会実行委員会委員長 

山吹達也 

2020年東京楡の会総会実行委員会委員長 

小鍛冶広道 



開催概要（１） 

庁立札幌高女・道立札幌女子高・札幌北高同窓会総会 

 

1. 会の名称 

第 116回庁立札幌高女・道立札幌女子高・札幌北高同窓会総会 

2. 主催機関及び責任者名 

第 116回庁立札幌高女・道立札幌女子高・札幌北高同窓会総会実行委員会 

委員長 山吹達也（株式会社北洋銀行） 

3. 期日 

2020年 8月 1日(土) 

4. 会場 

札幌パークホテル（〒064-8589 札幌市中央区南 10条西 3丁目 1番 1号） 

5. テーマ 

輪 

6. 開催計画の概要 

（1） 参加予定人数 500名 

（2） 企画予定の主なプログラム 

・会計報告 

・活動報告 

・同窓生による講演 

7. 運営事務局（札幌北高第 116回同窓会総会実行委員会 広告担当） 

〒063‐8555 札幌市西区二十四軒４条１丁目 

               凸版印刷株式会社 横田 大心 

8. ホームページ 

https://satsukita41.com 



開催概要（２） 

東京楡の会総会 

 

1. 会の名称 

2020年東京楡の会総会 

2. 主催機関及び責任者名 

2020年東京楡の会実行委員会 

委員長 小鍛冶広道（第一芙蓉法律事務所） 

3. 期日 

2020年 9月 19日(土) 

4. 会場 

TKPガーデンシティ品川（〒108-0074東京都港区高輪 3-13-3SHINAGAWA GOOS1F） 

5. テーマ 

輪 

6. 開催計画の概要 

（１）参加予定人数 500名 

（２）企画予定の主なプログラム 

・会計報告 

・活動報告 

・同窓生による講演 

7. 運営事務局（2020年東京楡の会総会実行委員会 広告担当） 

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292番地  株式会社日立製作所 

宮坂英太 

8. ホームページ 

https://satsukita41tky.com/ 



協賛広告掲載募集概要 

1. 誌名 

第 116回 庁立札幌高女・道立札幌女子高・札幌北高同窓会 同窓会総会会報誌 

2020年東京楡の会総会会報誌 

※ 自然災害等の影響でやむを得ず総会を中止する場合にも、本年度の会報誌は発行いた

します。 

2. 予定発行部数・版型 

同窓会総会会報誌   3,000部 A4版 

東京楡の会総会会報誌 1,000部 A4版 

3. 制作費 

同窓会総会会報誌   ¥1,800,000（印刷・デザイン代¥1,230,000、作成費用¥570,000） 

東京楡の会総会会報誌   ¥300,000（印刷・デザイン代・作成費用） 

4. 発行予定日 

同窓会総会会報誌   2020年 7月下旬(予定) 

東京楡の会総会会報誌 2020年 9月 19日(土) 

5. 配布先 

庁立札幌高女・道立札幌女子高・札幌北高同窓生、および関連企業・団体 

6. 予定募集広告数・金額 

同窓会総会会報誌 300 社（団体・個人を含む） ¥7,000,000 

（裏表紙×1 社、全頁カラー×5、全頁×10、1/2頁×20、4/10頁×20、1/4頁×20、1/5頁×40、1/10頁×150） 

東京楡の会総会会報誌  90社（団体・個人を含む）¥1,300,000 

7. 広告料 

¥10,000-¥200,000（詳細は広告掲載申込書と広告サイズ表をご参照下さい） 

8. 申込方法、申込先 

広告掲載募集要項をご参照下さい 

9. 申込期限 

同窓会総会会報誌  2020年 6月 20日（土） ※原稿締め切りと同日 

東京楡の会総会会報誌 2020年 6月 30日（火） 

  



 

協賛広告掲載募集要項（2020 年東京楡の会総会関係分） 

＜お申し込み方法＞ 

※第 116回同窓会総会（札幌）会報誌に広告ご希望の方は、札幌分申込用紙もご記入の上、東京楡の会広

告担当宛にお送りください。東京実行委員会より札幌実行委員会へお繋ぎします。 

 

下記のいずれかの方法でお申込みください。 

（１）総会 Web 広告申込サイト：https://satsukita41tky.com/koukoku 

（２）同封の申込書に必要事項をご記入の上、申込書の上部に表記された 

①ＦＡＸ：03-5460-1061 または②E-mail：ad@tokyonire2020.com宛 

に 2020 年 6月 30 日（火）までに送信をお願い致します。 

申込書受領後、担当よりご連絡を差し上げます。原稿校了を以って、請求書を送付させて

頂きますので、ご入金をお願い致します。 

 

＜お振込先＞ 

2020 年 8月 31 日(月)までに、下記の口座へお振込頂きます様お願い申し上げます。 

 

《口座番号・名義》 

ゆうちょ銀行   口座記号番号：１０９１０－１８４０３７２１ 

（他行からお振込の場合） 店名（店番）〇九八（ゼロキュウハチ）店（０9８） 

預金種目：普通 口座番号：１８４０３７２ 

 

２０２０年東京楡の会総会実行委員会 

（ニセンニジュウネントウキョウニレノカイソウカイジッコウイインカイ） 

 

※ 大変恐れ入りますが、振込手数料はご負担頂きます様お願い申し上げます。 

 

＜広告原稿入稿＞ 

【ファイル形式】  

①広告原稿の完成版をご提供いただける場合  

・ イラストレーター（CS-5以上、CCまで)でのご入稿が可能であれば、イラストレーター

のAIファイル形式でお願いします。 

https://satsukita41tky.com/koukoku


・ イラストレーター以外の場合、エクセルやワード、パワーポイント等で作成していただ

いた原稿を、PDFファイルに変換していただいた上でご入稿下さい。  

・ PDFファイルへの変換が難しい場合、当方までご相談下さい。 

②広告デザインの素材のみご提供いただく場合  

・ 文字原稿、おおよその配置案、お使いになりたい画像などをご用意ください。 

・ 写真やイラスト、ロゴの素材は .jpg / .eps / .png のいずれかの形式で、解像度は 300dpi 

以上でお願いいたします。  

【サイズその他】  

・ 広告サイズ表をご確認のうえ、サイズを順守していただきますようお願いします。  

・ イラストレーターでのご入稿の場合は、トンボをつけて、フォントはアウトライン化を

お願いします。  

【ご入稿後の対応】  

・いただいた原稿ファイルをもとに、担当者からデザインのご相談や調整をさせていただ

く可能性があります。その他、ご要望がありましたらお知らせください。 

【スケジュールの目安】 

・ 広 告 申 込 締 切： 2020 年 6 月 30 日(火) 

・ 入 稿 締 切：  2020 年 7 月 11 日(土) 

※ 札幌会報誌へのお申し込み・ご入稿につきましては、2020 年 6 月 20 日(土)ま

でにお願い申し上げます。 

・ 広告作成・校正作業： 2020 年 7 月～8 月上旬 

・ 広 告 料 入 金：  2020 年 7 月～8 月 

※ 広告校了を以って請求書を送付させて頂きます。 

・ 総 会 会 報 誌 発 行 ：  2020 年 9 月 19 日(土) 

※ 総会終了後に、会報誌をお送りします。 

＜原稿送付方法＞  

① 郵送先： 〒244-8799 戸塚郵便局留 

東京楡の会 広告担当  宮坂 英太 

※恐れ入りますが、送料のご負担をお願い致します。 

② E-mail：ad@tokyonire2020.com 

 

＜お問合せ先＞ 

2020 東京楡の会総会実行委員会 広告担当 宮坂 英太 

TEL: 090-9976-5931 E-mail：ad@tokyonire2020.com 

mailto:ad@tokyonire2020.com


２０２０年 東京楡の会総会 「広告掲載」「協賛金」 申込書 
申込先 E-Mail：ad@tokyonire2020.com (メールに添付下さい) ／ FAX: 03-5460-1061

【広告掲載】 
原稿サイズ（該当箇所の□にチェック願います。クリックするとチェックが入ります。） 

申込 印刷色 サイズ (A4縦基準) 料金 

カラー ① 全面 259×175 200,000 円 

白黒 ② 全面 259×175 100,000 円 

③ １/ 2 ページ 129×175 50,000 円 

④ １/ 4 ページ 129×87 

⑤ ４/10 ページ 103×175 40,000 円 

⑥ ２/10 ページ(横) 20,000 円 

⑦ ２/10 ページ(縦) 103× 87 20,000 円 

⑧ １/10 ページ 51× 87 10,000 円 

広告特典希望（ご希望がございましたら該当箇所にチェック願います） 
総会受付時にチラシ等の配布を希望 
総会ホームページへのバナー広告掲載を希望 (バナー画像のご提供をお願い致します、サイズは 320x100 固定でお願い致します) 
総会ホームページへのリンク掲載を希望 

原稿内容（該当箇所にチェック願います） 
前回掲載(または札幌と同じ)原稿を使用する 原稿の掲載内容にご希望がございましたらご記入下さい 

前回掲載原稿を修正する（本書と共に原稿を送信願います） 
新規原稿を使用する（本書と共に原稿を送信願います） 
原稿が無く、作成を依頼する（右欄にご希望等をご記入下さい) 

原稿が無く、下記定型広告をご希望される場合は、Ａ～Ｅのいずれかにチェック願います 
定型Ａ： 氏名 卒業年 メッセージ（40文字以内で、別紙にて本書と共にお送り下さい） 
定型Ｂ： 氏名 卒業年 現住所 
定型Ｃ： 氏名 卒業年 現住所 電話番号 
定型Ｄ： 氏名 卒業年 勤務先・部署 勤務先住所 
定型Ｅ： 氏名 卒業年 e-mail アドレス 

貴団体に複数名の卒業生がいる場合にご記入願います 
（第 期卒業） （第 期卒業） （第 期卒業） 

【協賛金】 
協賛金 口数 金額 会報へのご芳名記載 

１口 5,000円 （ ）口 （ ）円 不要

※請求書は最終原稿完成後に送付させて頂きます。
※お問い合わせ先 広告担当 ad@tokyonire2020.com

会社等のお名前 
フリガナ

請求・領収書の宛名についてご要望があればこちらに記入ください（ ） 

申込者のお名前 
フリガナ 卒業期 

(該当の方のみ) 
北高 

 期 

部署・お役職 

ご住所 〒 

電話番号(携帯可) FAX 
*電話/FAX でのご連絡をご希望の場合は、ご都合のよいお時間等お知らせ頂ければ幸いです （ ）時頃・時以降 

メールアドレス

175 

259 

①②全面
(259×175) 

③1/2 (129×175) 

⑤4/10 (103×175) 

⑥2/10(横) (51×175) 

④1/4 (129×87) 

⑦2/10(縦)
(103×87) 

⑧1/10
(51×87) 

25,000 円 

40,000 円 

51×175 

要  



第 116回 同窓会総会 「広告掲載」申込書 

第 116 回同窓会総会（札幌）会報誌に広告ご希望の方のみ、ご記入ください。 

【広告料金】 （該当箇所にチェック願います） 

サイズ 料金 申込 サイズ 料金 申込 

① 白黒 全面 100,000円 □ ⑥ 白黒 2/10ページ（縦） 20,000円 □ 

② 白黒 1/2ページ 50,000円 □ ⑦ 白黒 1/10ページ 10,000円 □ 

③ 白黒 1/4ページ 25,000円 □ ⑧ カラー 全面（裏表紙以外） 200,000円 □ 

④ 白黒 4/10ページ 40,000円 □ ⑨ カラー 全面（裏表紙） 400,000円 □ 

⑤ 白黒 2/10ページ（横） 20,000円 □ 
   

原稿内容（該当箇所にチェック願います） 

□ 前回掲載原稿を使用する  原稿のご希望等をご記入下さい。（柔らかいイメージで、など） 

□ 
前回掲載原稿を修正する 

（本書と共に原稿を返信願います） 

  

□ 
新規原稿を使用する 

（本書と共に原稿を返信願います） 

  

□ 
原稿のない方 

（隣の欄にご希望等をご記入下さい） 

  

貴団体に複数名の卒業生が居る場合にご記入願います 

氏名：              卒業期（第  期） 氏名：              卒業期（第  期） 

氏名：              卒業期（第  期） 氏名：              卒業期（第  期） 

【協賛金】                                              【領収書】 

協賛金 口数 金額 氏名掲載  □要  

１口 5,000円       口      円 □要 □不要  □不要 

 

会社名 

 フリガナ 

  

申込者のお名前 

 フリガナ    

  

部署・お役職   

ご住所  〒 

電話番号   携帯電話   

FAX番号   メールアドレス   
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