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留学生・奨学生地域交流集会参加者募集中！
外国人留学生と日本人学生との交流により国際親善と相互理解を深めることを目的とす
る「留学生・奨学生地域交流集会」を、育英友の会主催、日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）
後援で、今年も全国６箇所で開催致します。学生の方は奮ってご応募ください。
北海道地区
関東地区
募集地域：北海道
募集地域：茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・
募集人員：３０名
東京・神奈川・山梨
参加費 ：６，０００円
募集人員：４０名
日程
：８月１２日（金）～１４日（日） 参加費 ：６，０００円
会場
：国立日高青少年自然の家
日程
：８月１９日（金）～２１日（日）
会場
：茨城県立中央青年の家
東海地区
近畿地区
募集地域：岐阜・静岡・愛知・三重
募集地域：滋賀・京都・大阪・兵庫
募集人員：３０名
奈良・和歌山
参加費 ：６，０００円
募集人員：４０名
日程
：９月２日（金）～４日（日）
参加費 ：７，５００円
会場
：各務原市少年自然の家
日程
：８月１２日（金）～１４日（日）
会場
：国立淡路青少年交流の家
中国四国地区
九州地区
募集地域：鳥取・島根・岡山・広島・山口
募集地域：福岡・長崎・佐賀・大分
香川・愛媛・徳島・高知
熊本・宮崎・鹿児島
募集人員：４０名
募集人員：３０名
参加費 ：７，０００円
参加費 ：６，０００円
日程
：９月２日（金）～４日（日）
日程
：９月２日（金）～４日（日）
会場
：国立江田島青少年交流の家
会場
：北九州市立玄海青年の家

たくさんのご参加をお待ちしております！！！
詳細・お申し込みは、育英友の会ホームページ（http://www.ikueitomonokai.jp）をご覧ください。
大学生のお友達、ご兄弟、サークルの後輩などにも、ご紹介いただけると幸いです。

【昨年の地域交流集会の様子】
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育英友の会全国大会・理事会のお知らせ
今年度も、育英友の会では全国大会および理事会を開催致します。
全国からスタッフが集まり、育英友の会や地域交流集会について話し合います！
１．日 時
２０１６年５月２８日（土） １３：００～１７：００
５月２９日（日）
９：００～１２：００
２．会 場
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木）
http://nyc.niye.go.jp/
＊会員の方は会議での発言はできませんが傍聴は可能です。傍聴をご希望されます方は、
refer-itomo@ikueitomonokai.jp までお問い合わせください。

育英友の会創立 60 周年記念式典のお知らせ
来る 11 月 10 日本会は本年で創立 60 周年を迎えることとなりました。これもひとえに関係各位な
らびに先輩諸氏皆様の変わらぬご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。
こじんまりな記念式典を下記のとおり挙行致します。本会に功績のあった方の顕彰もあります。
１．日 時
２０１６年５月２８日（土） １８：００～１８：３０
２．会 場
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木）
http://nyc.niye.go.jp/
なお、準備の都合上、ご出席される場合は必ず事前に、
refer-itomo@ikueitomonokai.jp までご連絡くだ
さい。懇親会を下記関東支部大同窓会と合同で行います
ので奮ってご参加ください。

←

50 周年記念式典の様子です

第 5 回育英友の会関東支部大同窓会のお知らせ
関東支部では昨年に引き続き、今年度も『第５回育英友の会関東支部大同窓会』を実施致します。
このイベントを通じて、仲間との再会を果たし、更に強い絆を築いて頂けたらと考えております。
今年は、育英友の会が創立６０周を迎えることとなり、大同窓会の前に記念式典の行事を予定して
おり例年の、レセプションホールからレストラン「とき」に会場を移しておりますので、お間違え
の無いよう宜しくお願いします。
申込期限は、以下のようになっておりますが、準備の関係上、出来るだけ早めに入力して頂けると
助かりますのでご協力をお願いします。
≪５月１０日（火）２１:００≫ までに、参加可否の連絡をお願いします。
なお、現時点で予定が立たない方は、
「未定」と入力して頂いて結構ですので宜しくお願いします。
１．日 時：２０１６年５月２８日（土） １８：３０～２０：００頃 （１７：３０受付開始）
２．会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター レストラン「とき」
３．参加費：社会人・一般￥３，０００ ／ 学生￥２，０００
（立食パーティー形式／食事及びアルコールを含む。 未成年者は￥１，５００）
◆お申込み → http://goo.gl/forms/JURrogTMlo よりお願いします
この大同窓会で、「育英友の会」と
いうキーワードを通してつながっ
た仲間と年に１度一堂に会し、自
分達の交友の輪を広げ、連綿と続
く強い絆を築いて頂けたらと考え
ております。
一昨年度の様子

-2-

2016 年度 全国交流のつどい
全国から育英友の会のスタッフや会員が集まり、親睦を
深めることを目的に開催します。全国の人と友達になり
交流の輪を広げていきましょう。各地区の運営や地域交
流集会のノウハウなどの情報交換もしましょう！奮っ
てご参加ください。
昨年度の様子

←昨年の様子です
日

程： ２０１６年６月２５日（土）～２６日(日)

会

場： 東海市立勤労センター

1泊2日

〒477-0037 東海市高横須賀町桝形 1 番地の 7

TEL．0562-33-3377

http://www.k4.dion.ne.jp/~kinrou/

参加費： ０円（交通費も一部補助します。
）＊宿泊される方は、２，０００円程度ご用意ください。
募集人員: ２０名（応募者多数の場合は申し込み先着順となります。
）
内

容： 研修会、地域交流集会のノウハウ交換、懇親会など（予定）

申込方法
下記の全国交流のつどい申し込みページから、直接お申し込みください。
申し込み順に詳細案内を郵送させていただきます。
https://goo.gl/scmWpu

（申込締切：６月１２日（日）１７：００）

問合せ先
育英友の会東海支部 西森

集（にしもり あつむ）

E-mail: nishimori.atsumu@ikueitomonokai.jp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

家族会員制度・自動引き落としのお勧め
育英友の会では、年会費を納めてくださっている方に、家族会員制度・自動引き落とし
をお勧めしております。
・旦那さんが年会費を納めて、奥様も年会費を納めないといけないと思っていらっしゃ
る方
・毎年、年会費を郵便局の払込取扱票（振込用紙）で振り込んでいただいている方
疑問に思っていることは、下記にお気軽にお問い合わせください。
育英友の会 E-mail：refer-itomo@ikueitomonokai.jp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

育英友の会会員証（うら）
右側の部分は、会員証の裏面になり
ます。次ページの会員証（表面）に各
自お名前をご記入のうえ、切り取って
保管してください。

この会員証は、2017 年３月末まで有効です。
ただし次年度会費の納入を継続される場合に
限り，この有効期限は次年度の会員証が発行
されるまで（新しい会員証がお手元に届くま
で）となります。
育英友の会
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理

事

会

報

告

２０１６年３月２６日（土）～２７日（日）、東京都大田区のライフコミュニティ西馬込において
２０１５年度第３回理事会が開催されました。
◎２０１５年度活動状況
①総務・事務局
・会員管理（自動引き落とし・会員証など）
・会報、支部報の発行
②事業関係
・平成 27 年度留学生・奨学生地域交流集会について
③財務関係
・2015 年度支部配分金について

◎２０１６年度事業計画
①総務・事務局
・規程、要領の改訂について
・2016 年度人事案
・2016 年度大会・支部長会議について
・会報、支部報の発行
・創立 60 周年記念式典について
②事業関係
・平成 28 年度留学生・奨学生地域交流集会について
③.財務関係
・2015 年度 予算計画

友の会あてメールへのお願い
育英友の会あてに、日本学生支援機構の奨学金についての相談、問い合わせのメールをいただ
くことがあります。
申し訳ございませんが育英友の会は、日本学生支援機構とは別の団体です。
奨学金に関するお問い合わせについては、日本学生支援機構の奨学事業相談センター
（0570-666-301）へ直接お問い合わせください。育英友の会からの回答はご容赦願います。

友の会への問い合わせ
育英友の会事務局には、常駐する関係者がおりません。申し訳ございませんが、お問い合わせ
などは、下記までメールでお願いします。
E-mail: refer-itomo@ikueitomonokai.jp
ご住所やお名前が変わられた方も、こちらにお知らせください。
育英友の会各支部ホームページアドレス
育英友の会本部ホームページ
http://www.ikueitomonokai.jp
北海道支部
http://www.ikueitomonokai.jp/hokkaido
東北支部
http://www.ikueitomonokai.jp/tohoku
関東支部
http://www.ikueitomonokai.jp/kanto
北信越支部
http://www.ikueitomonokai.jp/hokushinetsu
東海支部
http://www.ikueitomonokai.jp/tokai
近畿支部
http://www.ikueitomonokai.jp/kinki
中国四国支部
http://www.ikueitomonokai.jp/chushikoku
九州支部
http://www.ikueitomonokai.jp/kyushu

会

員

証

育英友の会会員証（おもて）

氏 名
2016 年度育英友の会正会員であることを証明します。
2014年度育英友の会正会員であることを証明します。

育英友の会理事長 田村規千代
育英友の会印

※育英友の会印のないものは無効です

-4-

左の四角く囲った部分が育英友の会
の会員証になります。
会員各自で氏名をご記入のうえ、切り
取って保管してください。
有効期限等については、裏面に記載さ
れております

