2021 年度「ホームカミングデー」「稲門祭」
開催方式変更（オンライン開催）につきまして
平素より早稲田大学ならびに早稲田大学校友会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
さて、日本国内における新型コロナウイルス（COVID-19）の感染状況といたしましては、
東京を中心とする複数の地域で「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の適用が継
続しており、新規感染者数の高止まりや医療体制の逼迫など、依然として油断のできない
日常が続いております。人間の命・健康を脅かすこの危機的な状況は、秋以降もしばらく
続くことが予想されます。
早稲田大学校友会におきましても、今年の「ホームカミングデー」と「稲門祭」につい
ては、感染対策と各種工夫を行いながら、なんとか対面開催を実現したいという思いで多
くの校友の皆様に温かいご協力をいただき、これまで懸命に準備を進めてまいりました。
しかし、一向に感染状況の大きな好転が見えない中で、校友会といたしましては、校友の
皆様の命や健康が第一優先であるという観点から、このまま無理に対面開催を強行すべき
ではないという結論に至りました。
つきましては、本年 10 月 24 日（日）の「ホームカミングデー」および「稲門祭」につ
いては、初の試みとなりますが、対面ではなくオンライン開催という方式に変更すること
にいたします。なお、「ホームカミングデー」については、オンラインによる配信を行いな
がらも、今年ご招待させていただく予定であった年次の皆様については、来年以降の式典
にお越しいただけるようにいたします。感染が収束した後、存分に旧交を温めていただく
ことを楽しみにしていただけますと幸いです（以下、「今後のホームカミングデー開催予定
（ご招待の予定）」を参照ください）。
これらの行事は昨年度については全て中止とさせていただきましたが、今年は楽しみに
待ち望んでいただいた校友の皆様も多いことから、開催方式の変更を行いながらも、明る
く楽しく次年度以降にも繋がる祭典の実現を目指して新たに挑戦してまいります。開催方
式の変更に伴う各イベントの詳細については、追ってお知らせいたします。
対面による久々のイベント開催を楽しみにされていた校友の皆様には大変心苦しく思っ
ております。ただ、このコロナ禍は、早稲田大学校友会の長い歴史の中でも最大の危機で
あると言っても過言ではありません。そのような状況の中、校友の皆様におかれましては、
これまで以上に温かいご理解とご協力をいただきながら、この大きな危機を一緒に乗り越
えていきたいと思っております。さらに、コロナ禍に苦しむ現役学生への積極的なご支援・
応援をいただけましたら幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
※開催方式の変更に伴う各イベントの詳細については、追ってお知らせいたします。
※稲門祭の「福引抽選会」については、オンライン開催においても予定通り実施いたしま
す。参加方法につきましては、9 月中を目途に稲門祭 WEB サイトにてご案内いたします。
※なお、上記以外については、これまでにもお知らせしてまいりました基本方針ならびに
当面の予定に変更はございません。念のため【別紙】として次頁以降に添付いたします。

【今後のホームカミングデー開催予定（ご招待の予定）】
○2021 年度「ホームカミングデー」開催方式
・対面での開催は次年度に延期とさせていただきます。
・オンライン形式では総長による講演会を実施予定です。
※詳細については、校友会ホームページをはじめ、追ってお知らせいたします。

○2022～2024 年度「ホームカミングデー」ご招待予定
ご招待年次

2022 年度
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○
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○
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○
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○

※2022 年度と 2023 年度のホームカミングデーは 2 年次分の皆様をご招待させていただき
ます。それが実現できた後は、通常の形式（1 年分のご招待）に戻していく予定です。
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【別紙】
＜2021 年度の基本的な活動方針について（お願い）＞
感染状況の変化により対応策を変更する場合にはあらためて周知いたします。

【各支部・稲門会の活動について】
①対面での活動については、これまでと変わらず、感染対策の徹底を前提に実施いただく
ことは構いません。各支部・稲門会において、国や各自治体からの指針をきちんと遵守
し、充分にご注意いただきながらの実施をお願いいたします。
②たとえ少人数であっても、三密（密閉・密集・密接）を避ける工夫やマスク着用・消毒・
検温などの感染対策は徹底して行ってください。飲食を行うにあたっては、特に注意を
して感染防止策の徹底を心掛けてください。
③感染対策の徹底が困難な場合（不安が残る場合）については、絶対に無理をなさらずに
対面での活動についてはお控えください。
④感染リスクを回避した活動といたしましては、インターネット機能（オンライン）やメ
ール・郵送・電話などの手段を推奨いたします。

【大学関係者による総会等への出席について】
★以下、大学関係者による総会等への出席につきましては「緊急事態宣言」や「まん延防
止等重点措置」等が発出されていないことが前提となります。
①感染の収束の見込みが立たずに予断を許さない状況がしばらく続くと思われることから、
大学全体における教職員の出張については、当面見合わせることが決定となりました。
しかし、校友会関連行事については、6 月以降は感染対策の徹底を前提に、可能な限り対
面での出席ができればと思っております。田中総長、萬代代表幹事をはじめ早稲田大学
関係者一同、昨年からのコロナ禍における校友の皆様からの温かい大きな応援・ご支援
に対して、是非直接お会いして御礼申し上げたいと思っております。
②ただし、大学関係者の出席により感染リスクを高め、各支部・稲門会にご迷惑をおかけ
することは本意ではありません。不安を感じられる支部・稲門会がございましたら遠慮
なくご相談ください。また、大学ではイベントにおける飲食を伴う懇親会については現
在中止としており、学生に対しても懇親会・飲み会・打ち上げ・コンパ等を厳重に禁止
して指導しております。それに伴い、教職員についても学生やその保証人等に恥じるこ
との無い自覚ある行動が求められています。こうしたことから、大学関係者による飲食
を伴う懇親会・食事会への参加については、当面控えさせてください。校友会・稲門会
活動において、校友の皆様と大学関係者が飲食しながら懇親を深めることがいかに大切
であるのかは重々承知しておりますが、感染拡大防止と学生の規範となる行動を心掛け
ての対応であることをどうかご理解ください。
③当面は上記を踏まえた上で、対面開催や大学関係者の出席についてはアンケート等にて
個別にご相談をさせていただきながら進めさせていただければと存じます。
すでに複数の支部で、田中総長・萬代代表幹事ほか大学関係者も出席しオンライン総会
を行っております。オンライン方式についても是非ご検討いただけましたら幸いです。

【校友会会議・イベント等の予定（年内）について】
①全国支部長会：7 月 3 日（土）実施済
・昨年は中止とさせていただきましたが、今年度については全国の支部長をはじめ幹事長
や事務局長などの皆様にもご協力いただき、オンライン（ZOOM）にて開催することが
できました。皆様からの温かい応援・ご支援に厚く御礼申し上げます。

②早稲田大学演奏旅行（福島・山形・宮城・岩手）：8 月 19 日（木）～22 日（日）
延期決定
・コロナ禍が継続していることとともに東北を震源とする地震が最近頻発していることを
踏まえ、各県支部の皆様と協議を重ねた結果、演奏旅行については昨年に続き中止とし、
東北 4 県での演奏旅行は来年 2022 年に再延期します。
・演奏旅行の良さを存分に生かすためにも、中途半端な変更は行わず、あくまでも万全の
形で実施できるよう 2022 年の実施を目指します。

③幹事長事務局長会、代議員会： 9 月 25 日（土）オンライン形式、書面審議
・幹事長事務局長会はオンライン形式(zoom)で実施いたします。
実施日は 9 月 25 日（土）を予定しております。
一部と二部に分け、田中総長によるオンラインでの講演会も予定しております。
実施の詳細につきましては、追って各支部・稲門会にお知らせいたします。
・代議員会は書面審議（メール審議）で実施いたします。
審議期間等の詳細につきましては、別途代議員の皆様にお知らせいたします。

④ホームカミングデー、稲門祭：10 月 24 日（日）
両イベントともオンライン形式で開催
対面でのホームカミングデーは次年度に延期
・本年 10 月 24 日（日）の「ホームカミングデー」および「稲門祭」については、初の試
みとなりますが、対面ではなくオンライン開催という方式に変更することにいたします。
・なお、「ホームカミングデー」については、オンラインによる配信を行いながらも、今年
ご招待させていただく予定であった年次の皆様については、来年以降の式典にお越しい
ただけるようにいたしますので、感染が終息した後、存分に旧交を温めていただくこと
を楽しみにしていただけますと幸いです。
※開催方式の変更に伴う各イベントの詳細については、追ってお知らせいたします。
※稲門祭の「福引抽選会」については、オンライン開催においても予定通り実施いたしま
す。参加方法につきましては、9 月中を目途に稲門祭 WEB サイトにてご案内いたします。
大学 WEB サイト

：https://www.wasedaalumni.jp/hcd/

稲門祭 WEB サイト：http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai

★2021 年度の基本的な活動方針についての一覧
日にち
2021 年度

会議・イベント

現時点での方針

各支部・稲門会での諸活動

感染対策徹底の上での対面活動
は可能。

2021 年 6 月以降

大学関係者の総会等への出席

感染対策徹底の上で対面での出

※田中総長出席のもと、複数の支部

席は可能。ただし、当面は懇親

でオンライン開催を実施。

会・食事会への参加は控えさせて
いただく。

7 月 3 日（土）

全国支部長会

オンライン（ZOOM）での開催を
実施済。

8 月 19 日（木）
～22 日（日）
9 月 25 日（土）
10 月 24 日（日）

早稲田大学演奏旅行

2021 年度は中止とし、

（福島・山形・宮城・岩手）

2022 年に再延期。

幹事長事務局長会

オンライン（ZOOM）開催

代議員会

書面審議（期間は別途お知らせ）

ホームカミングデー

どちらもオンラインでの開催

稲門祭

（詳細は追ってお知らせします）

★今後も、様々な地域で、「緊急事態宣言」の発出や「まん延防止等重点措置」
の適用などの可能性がある一方で、ワクチンの効果による改善の期待もあり
ます。拡大または収束といった感染状況の変化により、上記方針を変更する
場合には、あらためてお知らせいたします。

＜留意事項＞
①「緊急事態宣言」が発出された場合、これまでと同様に、対象地域・適用期
間中については、対面での校友会・稲門会活動は全面的にお控えくださいま
すようお願いいたします。
②「まん延防止等重点措置」が適用された場合、対象の地域・期間内において
も、校友会・稲門会活動を対面で行うことは可能ですが、その際は、感染対
策を徹底の上で充分な注意をお願いいたします。飲食を伴う懇親会等は是非
ともお控えください。
③「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が発出された場合には、どちら
も不要不急の外出移動や都道府県をまたぐ移動を控えるよう要請されている
ことから、少なくとも、その対象地域を発着とする大学関係者の出張につい
ては中止とさせていただきます。その場合に、オンラインでの開催を行うか
どうか（総長をはじめ大学関係者はオンライン出席）について、各支部・稲
門会であらかじめご検討いただけましたら幸いです。この点につきましては、
アンケート等にて個別にご相談をさせていただきます。
以上
早稲田大学総長室校友課／校友会事務局
TEL.03-3202-8040、FAX.03-3202-8129
Mail：soukai@list.waseda.jp

