
オール聖学院フェローシップ規則

オール聖学院の後援組織である本会は、オール聖学院フェローシップ（以下略称「ASF」という。）
と称し、事務所を学校法人聖学院（以下「法人」という。）法人事務局に置く。

【名 称】

第１条

ASFは、法人諸学校の設立理念の達成を目指し、オール聖学院一致の精神を高揚するとともに、
その財政的基盤を確立するため法人諸学校関係諸団体の構成員及び法人諸学校の設立理念に賛同する
篤志家による寄付行為を推進することを目的とする。

【目 的】

第2条

本会は法人理事長が推薦する推進委員をもって組織する。
本会に推進委員長1名、副委員長若干名を置く。委員長、副委員長は法人理事長が委嘱する。
推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

【組 織】

第3条
2
3

本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
法人への寄付行為の推進を図り、ASF法人会員、個人会員の加入促進を図る。
法人の現状について法人諸学校関係諸団体及びASF法人会員、個人会員の理解を深めることに努める。
その他必要な活動を行う。

【活 動】

第4条
（1）
（2）
（3）

ASFの呼び掛けによる寄付金は法人に直接納入され、その帰属は法人とする。

【ASF寄付金】

第5条

毎年1回6月に推進委員会を開催し、ASFの推進状況報告、推進計画等を協議する。

【推進委員会の開催】

第6条

本会活動に要する費用は法人が負担する。

【本会の費用】

第7条

本規則の改廃は、推進委員会の了承を受け、法人理事会が決定する。

【規則の改廃】

第8条

1．本規則は1988年7月30日から施行する。
2．法人諸学校関係諸団体は、2017年4月1日現在、以下のとおりである。

（1） 聖学院大学後援会
（2） 聖学院大学同窓会
（3） 女子聖学院短期大学緑朋会
（4） 聖学院中学校高等学校PTA
（5） 聖学院中学校高等学校後援会
（6） 聖学院中学校高等学校同窓会
（7） 女子聖学院中学校高等学校PTA
（8） 女子聖学院中学校高等学校後援会
（9） 女子聖学院翠耀会
（10） 聖学院小学校PTA

（11） 聖学院小学校同窓会
（12） 聖学院小学校後援会
（13） 聖学院幼稚園父母の会
（14） 聖学院幼稚園同窓会
（15） 聖学院みどり幼稚園保護者の会
（16） 聖学院みどり幼稚園同窓会
（17） 篤志家の会（現職及び退職の理事・監事・評議員・教職
　　　　員及び上記以外の卒業生の父母・保証人を含む。）

【付 則】

母校と学院の未来のために

“一万人が一万円を”
「聖学院サポーター募金」

ご協力のお願い

　2016年6月23日（木）、聖学院中学高等学校講堂で開催された2016

年度ASF総会において、ASF（オール聖学院フェローシップ）と各校の同

窓会が協力して行う「聖学院サポーター募金」が稲永修名誉推進委員

長・堀甲子推進委員長（当時）より提案され、推進委員により承認されま

した。

　この活動で集まった募金は各校の新しい教育のために用いられるとと

もに、併せて各校同窓会活動を盛り上げるためにも使われます。聖学院の

教育を支えるのは教職員、保護者だけでなく、卒業生の皆さまでもあると

考えるからであり、それが30年前に聖学院の悲願であった大学を設立す

る時にスター卜したASFの精神だからです。

　固有の教育理念とその実践を行う母校と学院の発展のために、2017年

度もぜひご協力いただけますよう、心からお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　  記

I.　名称  聖学院サポーター募金
2.　内容  聖学院関係者一万人による一万円募金
3.　窓口  学校法人聖学院法人事務局経理部
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2 016年度プロジェクト別内訳
(2 016年 4月1日～2 017年 3月31日)

インターネットでの寄付のお申し込みについて

聖学院の教育充実のための目標達成に向けて皆様からのご支援をお願いいたします。

なお、ASF募金へのご協力につきましては毎年継続してお願いしております。
既にご寄付をいただいた方々には感謝申し上げます。

ASF（オール聖学院フェローシップ）募金要項

2017年度募金要項

2017年度募金目標額

募金プロジェクト

募金の種類等

入会・振込方法

その他

お問い合わせ

300,000,000円

学校法人聖学院
教育および施設設備充実（聖学院大学大学院）
教育および施設設備充実（聖学院大学）
教育および施設設備充実（聖学院中学校高等学校）
教育および施設設備充実（女子聖学院中学校高等学校）
教育および施設設備充実（聖学院幼稚園・小学校）
教育および施設設備充実（聖学院みどり幼稚園）
奨学金（聖学院大学大学院）
奨学金（聖学院大学）
奨学金（聖学院中学校高等学校）
奨学金（女子聖学院中学校高等学校）
奨学金（聖学院幼稚園・小学校）
学校法人聖学院（セインツ）
　（在外教育施設のため寄付金控除の対象とはなりません。）
自然災害復興救援募金
　（直接的な寄付を考えており寄付金控除の対象とはなりません。）

個人・法人および各種団体（PTA、後援会、同窓会等）
個人：1口 10,000円　法人：1口 100,000円
1口以上のご協力をいただければ幸いです。1口未満でも感謝を持ってお受けいた
します。

○寄付金の納入によってASFの会員になります。
○同封の学校法人所定郵便振替用紙にプロジェクト、口数、金額、ご住所、お名

前等の必要事項をご記入の上、お振込みください。
○学校法人所定用紙にて振込みの場合、送金手数料は無料になります。
○クレジットカード（VISA、MasterCard）をお持ちの方は、お申し込みから入金ま

でご自宅等で、パソコンからインターネットによるお手続きができます。
　詳しくは聖学院ホームページ（下記URL）をご参照ください。
　http://www.seig.ac.jp/

○入金確認後、順次、寄付金受領書（特定公益増進法人の証明書付）をお送りい
たします。

○個人のご寄付については税額控除に係る証明書を合わせてお届けします。
○匿名でのご寄付もたまわります。

学校法人聖学院ASF事務局
〒114-8574 東京都北区中里2-9-5
TEL：03-3917-8352　FAX：03-5907-7034

2016年度プロジェクト名 寄付件数（件） 寄付金額（円）
学校法人聖学院 163 5,344,200 
教育および施設設備充実（聖学院大学大学院） 27 1,212,500 
教育および施設設備充実（聖学院大学） 127 48,217,030 
教育および施設設備充実（聖学院中学校高等学校） 62 105,080,327 
教育および施設設備充実（女子聖学院中学校高等学校） 147 74,260,611 
教育および施設設備充実（聖学院幼稚園・小学校） 154 32,499,745 
教育および施設設備充実（聖学院大学附属みどり幼稚園） 10 246,000 
奨学金（聖学院大学） 55 237,000 
奨学金（聖学院中学校高等学校） 4 1,260,000 
奨学金（女子聖学院中学校高等学校） 1 20,000 
奨学金（聖学院幼稚園・小学校） 2 448,000 
学校法人聖学院（セインツ） 12 1,715,000 
東日本大震災救援・復興募金 30 754,543 

合　　　　　　計 794 件 271,294,956円 

Friends of SAINTS 
プロジェクト名 寄付件数（件） 寄付金額（ドル）

施設設備充実（聖学院アトランタ国際学校） 89件 49,640.65 ドル

寄付総件数　794件　　寄付金総額  271,294,956円

●学校法人聖学院ホームページ
http://www.seig.ac.jp/

●オール聖学院フェローシップ（ASF）
寄付のお申し込みページ　
https://www.seig-asf.jp/fund/

クレジットカード（VISA,MasterCard）をお持ちの方は、お申し込みから入金までご自宅等で、パソコンおよびスマートフォンまた
は携帯電話からインターネットによるお手続きができます。詳しくは以下URLからご参照ください。

【ASF 寄付のお申し込み】
のボタンをクリックすると、寄付申し込み
詳細ページが表示されます。

【インターネットからのお申し込み】
のボタンをクリックすると、本学が寄付の決済を
委託している株式会社エフレジの寄付支払いサ
イトへ移動し、こちらでのお手続きとなります。

リニューアル
しました
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税制上の優遇措置について

　学校法人聖学院は文部科学省から「特定公益増進法人」の認可を受けており、日本私立学校振興・共済事業団からは、本
学院を指定受取人とする「受配者指定寄付金」の承認を受けております。寄付金は個人、法人ともに税制上の優遇措置を受
けることができます。

○遺贈等の場合 　土地・建物などの現物による寄付についてもお受けいたしております。遺贈の場合には、みなし譲渡所得課税
の免税が適用されます。詳細につきましてはあらかじめASF事務局までご相談ください。

○法人の場合 　本学院は、日本私立学校振興・共済事業団より「受配者指定寄付金」の承認を受けておりますので、寄付金の
全額を当該年度の損金に算入することができます。必要書類はASF事務局より郵送いたします。日本私立学校
振興・共済事業団への事務手続きはASF事務局で行い、手続き完了後には日本私立学校振興・共済事業団が発
行する寄付金受領書をお送りいたします。

○個人の場合 　平成23年度の税制改正により、「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な制度を選択いただけるようになりまし
た。但し、「税額控除」については平成24年3月29日以降に受領したご寄付から寄付金控除の対象となります。

　また、上記の控除に加えて個人住民税の寄付金税額の控除対象となる場合があります。本学院では東京都、埼
玉県、更にさいたま市、上尾市にお住まいの方につきましては、条例により個人住民税の控除対象寄付金として指
定を受けております。詳しくはお住まいの都道府県・区市町村へお尋ねください。

※領収書の発行について

　クレジットカード決済でお申し込みいただいた場合、寄付金が法人に入金されるまでには申込日から通常約1ヶ月

半ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。また、領収書の日付は、申込日ではなく、クレジット会社から法人に

入金された日付となります。そのため、１１月以降のお申し込みは、領収書の発行日付が翌年になる可能性があり、そ

の場合は、寄付金控除も翌年の対象となりますのでご注意ください。１１月以降のお申し込みで、当年内での寄付

金控除をご希望の場合は、郵便振替用紙によるお振込をご利用ください。

※1 … 年間総所得額の40％が限度額です　　※2 … 所得税額の25％が限度額です 

税額控除　※新たに選択可能になったもの 所得控除

控 除 額

{（寄付金額　ー2,000円）×40％ }

税率に関係なく所得税額から直接控除す
るため、小口のご寄付に対しても減税効
果が大きくなります。

寄付金額　ー2,000円

所得控除を行った後に税率を掛けるた
め、所得金額に比べ、寄付金額が大きい
場合には、税額控除より減税効果が大き
くなります。

申告時期 確定申告時　（翌年１月１日～３月中旬）

申告方法
本法人が発行した「寄付金受領書」および

「税額控除に係る証明書写」を所轄税務
署に提出してください。

本法人が発行した「寄付金受領書」および
「特定公益増進法人の証明書写」を所轄
税務署に提出してください。

還付される
金額について

※おおよその
　 イメージです

例）　給与収入600万円の方が５万円をご寄付された場合
（所得控除・基礎控除のみ勘案した場合）

 税額控除額 ：
 （５万円 - 2,000円）× 40％ = 19,200円
 
還付金額　  ：
    19,200円

 所得控除額 ：
 ５万円 - 2,000円 = 48,000円
 
還付金額　  ：　　 
    48,000円 × 20%   = 9,600円   
※注 各人が適用されている所得税率は収入によって
       ５～45％の範囲で変動します。

備　考 上記の還付金額はあくまでも控除の違いを掴んでいただくための簡易計算による金
額です。必ず還付される金額ではございませんのでご注意ください。

※1 ※2

※2

※1

※注

A S F募金「振込用紙」の書き方について

（注 1）個人の寄付（口数）について
・寄付は、個人「1口　10,000円」としておりますが、

10,000円以下の寄付金でもお受けしております。その
際、「口数」の記入は不要です。金額のみご記入ください。

（注 2）

①募金プロジェクトで奨学金を指定される方は、通信欄
に「奨学金」とご記入下さい。

②募金プロジェクトで聖学院アトランタ国際学校を指定
される方は通信欄に「アトランタ国際学校」若しくは　

「セインツ」 とご記入ください。

（注 3）払込人欄に寄付される方の住所、氏名を必ずご記
入ください。ご記入頂いたご住所へ受領書を送付いた
します。

（注 4）匿名希望の方は、通信欄にその旨ご記入ください。

■学校法人所定用紙でお振込の場合、  送金手数料は無料です。

■義援金プロジェクト
義援金プロジェクトへの寄付は、こちら
の用紙をご利用ください。
※この募金は直接的な寄付を考えてお
　り寄付金控除の対象とはなりません。

（注1）

（注3）

■募金プロジェクト
下記プロジェクトへの寄付は、こちら
の用紙をご利用ください。

■ 学校法人聖学院
■ 教育および施設設備充実
   （聖学院大学大学院・聖学院大学・

聖学院中高 ・女子聖学院中高 ・ 
聖学院幼稚園・小学校・聖学院み
どり幼稚園 ・ 聖学院アトランタ国
際学校（在外教育施設のため寄付
金控除の対象とはなりません））

■ 奨学金
   （聖学院大学大学院・聖学院大学・

聖学院中高 ・女子聖学院中高 ・ 
聖学院幼稚園・小学校）

（注1）（注2）

（注3）
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聖学院を応援しています
柳澤管楽器株式会社
代表取締役社長
柳澤信成（63回卒）
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御菓子司 では季節の和菓子の御用意もございます。

（年末年始・節句・彼岸・盆には変更もあります。）
（女子聖・高校6回・14回 ,聖学院51回卒）聖学院を応援しています

株式会社ディスコ　【設立】1973 年 10 月 1 日　【資本金】5000 万円　【本社】〒112-0004 東京都文京区後楽 2-5-1 飯田橋ファーストビル 9 階 
TEL03-5804-5500（代表）　【事業所】神楽坂 Human Capital Studio（東京都新宿区）／ビジネスソリューション事業部（東京都江東区）／
キャリタスサービスセンター（宮崎県宮崎市）　【支社】札幌支社／東北支社／関東支社／名古屋支社／関西支社／広島支社／西部支社　

【子会社】DISCO International, Inc. （ニューヨーク）／ DISCO International, Ltd.（ロンドン）
有料職業紹介事業 [13- ユ -080178]　労働者派遣事業 [ 派 13-080255]　プライバシーマーク [ 第 10820051(08) 号 ]　http://www.disc.co.jp/

株式会社ディスコは、企業の人財採用に関するコンサルティング、採用広報活動
の企画提案、高等教育機関の学生募集に関するコンサルティング、ICTおよび各
種教育サポートなどを通じて、常に新しい価値を世界中に提供し続けています。

は た ら く を 、
も っと 豊 か に 。

自 分らしく輝 ける仕 事 は 、

人 生 をより豊 かにする。

私 た ち は 、 そ ん な 仕 事との 出 会 い を

世 界 中 に創ることをめざして い ます 。
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高等教育事業部 東日本営業部

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-3-25
03-5634-6401　FAX 03-5634-6862

http://school.uchida.co.jp/

「いい学校づくり、
いい教育づくり、
いい授業づくり」
を支援します。

ICTを活用した学習空間
「フューチャークラスルーム®」
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聖学院を応援しています

中央は日本・東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン大竹秀典選手

20082008
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株式会社 防災整美
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-5

岩清日本橋ビル7F
℡03（5695）1781 Fax03（5695）1785
E-mail daihyo@bousaiseibi.co.jp

室　内　装　飾
株式会社 フタバ アイディ

代表取締役 小 林 利 雄 
〒114‐0012 東京都北区田端新町2丁目26番5号
TEL 03（3893）9529 FAX 03（3893）9530

有限会社 NES 通信
東京都新宿区西新宿3丁目6－18

都庁前第12大協ビル5F
TEL 03-6228-0351

有限会社 日東クリーンベスト
【営業案内】美装事業部・レンタル＆イベント部

本　　　社　〒114-0002　東京都北区王子5-20-18-505
　　　　　　TEL03（3914）1168（代表）
王子営業所　 〒114-0003　東京都北区豊島8-18-5
　　　　　　TEL03（5390）2310（代表）　
　　　　　　FAX03（5390）2309

田宮印刷株式会社
代表取締役 菅野 隆

山形市立谷川３丁目１４１０－１
TEL 023-686-6111（代）

ガンバレ！聖学院  金澤 洋輔（聖学院大学12期生）

白井エコセンター株式会社
東京都千代田区神田淡路町1-2 クリスタルビル7階
TEL:03ー6811ー7011 FAX:03ー6811ー7012

愛知県小牧市高根 1-200
TEL 0568-78-0966

http://www.aiko-medical.co.jp

入学前から就職準備まで
ＩＣＴによる基礎学力強化なら

お任せください。

支店長　寺島　俊昭

東京第三支店
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聖学院小学校 女子聖学院 制服指定店
株式会社 ヨシザワ

℡03-3271-4996
http://www.yoshizawa-uni.co.jp
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賛助広告にご協力いただいた企業
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