
学園理事会から学園創立100周年記念事業募金 募金委員長を拝命し、2015年10
月1日より開始した募金活動も1年6カ月あまりが経過いたしました。この間、ご父母・卒業
生の皆様、教職員をはじめ、同窓会・各地甲南会・法人・団体の皆様に亘る甲南ファンの
方 よ々り熱いご芳志を頂戴し、募金申込は8億5千万円を大幅に超える額となりました。
これも皆様方のおかげであり、改めて厚く御礼申し上げます。
さて、募金対象事業として掲げております「KONAN INFINITY COMMONS（愛
称：iCommons アイコモンズ）」の建設工事が急ピッチで進められており、9月に竣工を
迎える運びとなっております。このiCommonsは、多目的オープンスペース「Agora」、
1,300席を誇る学生食堂「Hirao Hall」をはじめとした、人と人をつなぐ多彩なスペースを
備えており、KONAN Higher Quality教育を目指す新たな拠点となる予定です。
また、昨年4月、神戸市須磨区に「甲南大学 白川台キャンパス」を開設いたしました。
宿泊施設をはじめ、講義室やセミナー室、体育館、運動場、食堂を備え、すでにアクティ
ヴ・ラーニング授業、ゼミ合宿や体育系クラブの合宿に活発に利用されています。甲南
高等学校・中学校においては昨年10月、雨天時にも利用できる「スポーツ屋内練習場」
が完成いたしました。今後も各種の教育環境整備が行われる予定となっており、新たな
奨学金給付事業も計画されています。
甲南学園は今後も100年の伝統を見失うことなく、innovativeな取組みで時代を引っ
張り、社会をリードすることでグローバルに活躍する人材を輩出しつづけるに違いありま
せん。甲南新世紀に向けてのこうした学園作りにご賛同・ご援助をいただくことが、甲南
ブランドの継承につながるものと確信しております。
皆様方におかれましては、日頃より物心両面から、学園へのご支援を頂戴しており、

そのなかで100周年記念事業募金にも多額を頂戴しておりますが、募金目標額（20億
円）に向け募金委員長としてなお一層の努力をつづけてまいる所存です。誠に厚かま
しいお願いではございますが、募金活動にご理解・ご賛同を賜り、学園創立100周年記
念事業へのより一層のご支援・ご協力を賜りますよう伏してお願い申し上げます。

甲南学園創立
100周年記念事業募金への
ご協力のお願い

学園創立100周年
記念事業募金

募金委員長　小林 豊

募金申込状況
金額（単位：円）学校種 申込件数

2017年3月31日現在

在校生・保護者
卒業生
教職員

一般・篤志家
法　人
団　体
合　計

178
975
156
8

138
38

1,493

8,813,000
146,169,111
50,722,345
2,202,000

346,120,000
306,925,914
860,952,370

20億円
100億円
2015年10月1日

～2020年9月30日（5年間）

募金目標額

募金期間

事業規模

甲南学園は、平生釟三郎先生が1919（大正
8）年に開学した甲南中学校から数え、2019年
に創立100周年を迎えます。この間、卒業生の
中で脈々と受け継がれてきた甲南スピリットと
伝統を後世に伝えていくことが我々の使命で
あると考えます。卒業生の皆様と共に後輩たち
へエールを送るべく、ぜひとも100周年募金へ
のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
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今年は甲南大学同窓会設立60周年を迎えま
す。これをきっかけに、より多くの卒業生の皆
様に同窓会への参加を呼びかけ、盛り上げ
ていきたいと考えております。そして、2019
年の学園創立100周年を共に祝い、無限の
可能性を秘めた若者たちが甲南新世紀へは
ばたいていけるよう、一人でも多くの卒業生
の皆様のお力添えをお願い申し上げます。

甲
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純
三

創立者平生釟三郎先生のことば「人格の修養
と健康の増進を重んじ、個性を尊重して各人
の天賦の特性を啓発する人物教育の率先」、
「世界に通用する紳士・淑女たれ」を礎に歩み
続けた甲南学園は、早くも100歳を迎えようと
しています。第Ⅱ世紀に向け進化し続ける甲南
学園に、卒業生の皆様の更なるご支援をお願
いいたします。（写真は福井俊郎幹事長）
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甲南学園 学園振興募金室お問合せ先
〒658-8501　神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2323（直通）　　FAX：078-435-2546
E-mail：bokin@adm.konan-u.ac.jp

同窓会よりご寄付を頂戴しました

募金金額
●個　　　人：１口　2万円　複数口はもちろんですが、1口未満もありがたくお受けさせていただきます
●法人／団体：１口の金額は特に定めておりません

募金方法
●個　　　人 ①銀行または郵便局からのお払込

専用の払込用紙に必要事項をご記入の上、金融機関の窓口にてお払込みください。払込用紙がお手
元にない場合は、お手数ですが学園振興募金室までお問合せください。

 ②インターネット募金（個人の方のみ）
クレジットカード・ネットバンキング（Pay-easy）・コンビニ支払からお選びいただくことができます。
詳細はホームページをご覧ください
⇒　http://www.konan-u.ac.jp/100th_anniversary/

●法人・団体 法人・団体用の申込書と法人用振込用紙をお送りしますので、お手数ですが学園振興募金室までお問合
せ下さい。

税制上の優遇措置
●個　　　人 所得税の寄付金控除により寄付金額の約4割が還付されます。（税額控除と所得控除のいずれかを選択）

あわせて、神戸市にお住まいの方のみ個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

●法　　　人 「受配者指定寄付金制度」により、寄付金の全額を損金に算入できます。
 税制上の優遇措置についての詳細はホームページをご覧ください
 ⇒　http://www.konan-u.ac.jp/100th_anniversary/tax.html

顕彰について
●記念バッジの贈呈
ご寄付いただいた方全員に、「甲南学園
100周年記念バッジ」を贈呈いたします。
●芳名録の作成
ご寄付いただいた方のご芳名を掲載した「芳名録」を作
成いたします。

●銘板の作成
KONAN INFINITY COMMONSにご芳名を刻銘し、末
永く顕彰させていただきます。ご寄付の合計額が、個人
10万円以上、法人・団体50万円以上の方々を対象とさ
せていただきます。
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