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同窓生の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は同窓会活動に格別のご

厚誼をあずかり厚く御礼申し上げます。皆様には現在までの募金活動実績をご報告すると共
に、この度の新型コロナウイルス感染症の大学・学生に与える影響などをご説明申し上げ、
更なるご支援をお願いいたします。 
 
１、現在までの募金実績について 

 校は 2021 年 7 月に創立 110 周年の節 を迎えますが、 校が社会から 層評価され、
更なる発展を期すため、学生・大学に対して 3 つの支援事業を行う資金として 1 億円を目標
に募金活動を開始いたしました。昨年 3 月の募金開始から 15 ヶ月余りが経過した 5 月末日
現在の募金実績は 5,700 万円に達しており、同窓生個人及び同窓生が経営する企業など 654
名の方々から寄付を頂いております。 

[3 つの支援事業] 
① 学生の課外活動支援事業として  5,000 万円 
② 学生の国際交流支援事業として  4,000 万円 
③ 研究者の国際交流支援事業として  1,000 万円 

現在のところ目標額に対して 57％の実績となっておりますが、目標達成に向けては同窓
生各位の一層のご協力とご支援が必要であります。募金実績を世代別にみてみますと 60 歳
以上の世代が全体の 90％強を占めており、60 歳未満の方々からの寄付は 10％弱に留まって
おります。前回の 100 周年記念募金と比較しますと 60 歳未満世代の比率が 15 ポイントほ
ど減少しており、平成卒業世代の皆様におかれては一層のご理解とご支援をお願いいたしま
す。 
 
２、新型コロナウイルス感染拡大による学生支援について 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、 校においても勉学や
課外活動に大きな影響がでてきております。3 月の卒業式、卒業記念祝賀会の中止、4 月の



入学式は開催中止となり、学 祝辞及び来賓祝辞は 学のウエブサイトで動画配信となりま
した。更には北海道からの「北海道における緊急事態措置」として 校にも休業要請がなさ
れ、5 月 7 日から前期授業終了時まで遠隔授業のみで授業を行っている状況です。また、学
生の生活面においては、アルバイトなどの減少で学業の継続が難しくなるなど経済的に困窮
するケースや、特に新入学生は新学期を迎えながら学校が閉鎖状態で、大学にも行けず、同
級生などとの交流もできないなど精神的に不安な日々を過ごしていると思われます。国から
の支援策が種々発表されていますが、学生への支援金給付までには時間がかかると思われま
す。大学としては今現在困窮している学生に対して、商大独自のプランに基づいた支援策を
速やかに実施することを決定し、緑丘会にたいして相応の資金負担についてご相談を頂きま
した。 
 
３、商大独自の学生支援内容と緑丘会の資金負担について 

大学は次の支援策を決め、支援総額は 5,100 万円を予定しています。 
支援策（1） 新型コロナウイルス対策緊急給付型奨学金事業（支援総額 1,500 万円） 

授業料免除・給付型奨学金を申請している、またはする予定の特に困窮した学
生及びアルバイトの減少により収入が減った学生に対して緊急的かつ重点的
に生活の支援・救済を行うため一時金(3 万円)を 6 月までに給付する。 
支援対象学生は授業料免除・給付型奨学金申請者の約 300 人とアルバイトの収
入が減った学生 200 人を加えた合計 500 名を想定。    

支援策（2） 中 期的に 援が必要な学 に対しての 援（支援総額 3,600 万円） 
今後も支援が必要な学生が増えることを想定して、生活の支援・救済を行うた
め給付対象学生、給付時期、方法は状況を踏まえ検討する。 

緑丘会は学 からの正式要請を受け、1,500 万円の資金負担をすることにいたしました。 
 
４、緑丘会の対応と 校 110 周年記念募金の見直について 

緑丘会は理事会の承認を得て、要請があった 1,500 万円を大学の就学支援基金に拠出し、
大学からの学生支援財源の一部に充てます。1,500 万円の支払財源は、 校 110 周年記念募
金ですでに寄付いただいた 5,700 万円から支払いいたします。 

今回の学生支援のために拠出する 1,500 万円につきましては、110 周年記念募金の上記 3
つの支援事業に「④新型コロナウイルス感染拡大による学生支援事業」を追加し、募金総額
を当初の 1 億円から 1 億 1,500 万円に増額して寄付をお願いしたいと存じます。 

皆様におかれましては、現役学生諸君の過酷な状況をご理解いただき、格別のご理解とご
支援の程重ねてお願い申し上げる次第です。また、既にご寄付をいただいた方におかれまし
ても、誠に恐縮ながら追加の寄付をご検討いただければ幸いでございます。 
 



小樽商科大学創立百十周年記念募金 要網

募 金 の 名 称 「小樽商科大学創立百十周年記念募金」

募 金 の 目 的 小樽商科大学創立百十周年記念事業の推進のため

募金の目標額

1億1,500万円
小樽商科大学と、公益社団法人緑丘会並びに公益財団
法人小樽商科大学後援会（以下「同窓会」という）が
行う募金と併せて

①学生の課外活動支援事業	 5,000 万円
②学生の国際交流支援事業	 4,000 万円
③研究者の国際交流支援事業	 1,000 万円
④新型コロナウイルス感染拡大による学生支援事業	 1,500 万円

募 金 の 額
●個人様	 一口	 10,000 円 できるだけ二口以上での	

ご協力をお願いいたします。

●法人様・団体様	 一口	 10 万円

募 金 の 期 間 2019 年 4 月～ 2022 年 3 月

募 金 の 窓 口
同窓会には公益社団法人緑丘会並びに公益財団法人小樽商科大学後援会の両法人
がありますが、募金の窓口は従来通り公益財団法人小樽商科大学後援会が行いま
すので、後援会宛ご寄附をお願いいたします。

顕 彰 制 度

ご寄附いただいた方のご芳名（法人名）と寄附金額を小樽商科大学のホームペー
ジ上に掲載するとともに、小樽商科大学広報誌『学園だより』並びに同窓会会報
誌『緑丘』に掲載させていただきます（ホームページ等での公開を希望されない
場合は、匿名希望と記載下さい）。
また、今回ご寄附いただいた方には、小樽商科大学の次の顕彰制度の対象となり
ます。

⑴		小樽商科大学名誉校友

対　象 			個人で 100 万円以上 1,000 万円未満、法人においては 300 万円以上
1,000 万円未満のご寄附をいただいた方

⑵		小樽商科大学特別名誉校友
対　象 			個人・法人で 1,000 万円以上のご寄附をいただいた方

表　彰

			⑴及び⑵は、表彰式において「名誉校友（特別名誉校友）記」、「記念品」
及び「名誉校友（特別名誉校友）名刺」の贈呈を、また、本学事務
棟のエントランスにある「名誉校友（特別名誉校友）銘板」にお名
前を刻印させていただいております。

⑶		小樽商科大学感謝状

対　象 			個人 20 万円以上 100 万円未満、法人においては 20 万円以上 300
万円未満のご寄附をいただいた方

表　彰 			贈呈式において「感謝状」と「記念品」を贈呈いたします。

⑷		110 周年創立記念募金銘板

対　象
			個人 10 万円以上のご寄附をいただいた方	 	
学内に設置する「110 周年創立記念募金銘板」に名前を刻印させて
いただきます。



募金の払込方法

郵便振替（ゆうちょ銀行）をご利用いただく場合　|	 振込手数料無料

本パンフレットに折込の払込取扱票に必要事項をご記入の上、最寄りの郵便局（ゆうちょ銀行）にてお払込
み手続きをお願いします。払込取扱票は寄附申込書を兼ねております。なお、本払込取扱票をご利用の場合、
振込手数料は不要です。

銀行振込をご利用いただく場合　|	 振込手数料有料

銀行振込をご利用いただく場合は、下記の銀行口座への振込ができます。なお、銀行振込の場合、申し訳あ
りませんが振込手数料のご負担をお願いいたします。
お手数をおかけしますが、お名前と卒年をご記入下さい。

北洋銀行	 東京支店	 普通預金	 No	0153225
北海道銀行	 東京支店	 普通預金	 No	0542394
三菱 UFJ 銀行	 池袋東口支店	 普通預金	 No	1568056
みずほ銀行	 池袋支店	 普通預金	 No	1954342
三井住友銀行	 池袋東口支店	 普通預金	 No	8998698

口座名：公益財団法人	小樽商科大学後援会	募金口

郵便振替並びに銀行振込をご利用いただいた場合、ご入金を確認後、寄附金領収書、税額控除に係る証
明書（写）、お礼状を送付いたします。確定申告の際には、領収書と税額控除に係る証明書（写）が必
要となります。

クレジットカードによる決済（インターネット上での決済）をご利用いただく場合
クレジットカード決済、コンビニ決済及び Pay-easy 決済（インターネットバンキングによる口座引き落とし）
については小樽商科大学と提携している（株）エフレジの F-REGI 寄附支払いサイトでのお手続きとなります。
小樽商科大学ホームページ（https://kifu.otaru-uc.ac.jp）のお申込み方法から「1. インターネットでのお申
込み（クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy 決済）」にある、『F-REGI 寄附支払開始』をクリックし、
ページの指示に従って、手続きを進めてください。

※所得控除のみの対象となります。

ご寄付の所得控除と税額控除について
小樽商科大学後援会に対するご寄附につきましては、税務申告の際、所得控除または税額控除が選択できます。
具体的な内容及び申告方法につきましては、お手数おかけしますが、緑丘会事務局にお問合せ下さい。

●公益社団法人	緑丘会／●公益財団法人	小樽商科大学後援会
〒 170-6057	東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60（57階）	　電話：03-3981-2340　FAX：03-5396-4011
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