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  APU 校友会 Chapter の設立について  

Regarding the Establishment of APU Alumni Association Chapters 

 

APU 校友会では、海外(国・地域)、日本(エリア)の校友会を「チャプター（Chapter）」と位置づ

け、 新たに設立する場合のルールを定めます。以下の設立手順・ルール、運営ルールを確

認の上、 別紙の提出書類に必要事項を記載し、APU 校友会事務局へ送付してください。 

＊ 2020 年 12 月現在、すでに設立しているチャプターについては、新たに登録申請書を

作成・ 送付する必要はありません。  

The APU Alumni Association defines alumni associations within certain countries and 

regions or areas in Japan as “Chapters” and has created rules for their establishment. 

To establish a new Chapter, please read the following procedure and rules, fill out the 

attached registration form, and send it to the APU Alumni Office. 

*For chapters already established as of December 2020, there is no need to register 

again.  

 

１．設立手順/ Establishment Procedure  

以下の書類を作成し校友会ボードチームに提出し審査を受ける必要があります。なお、書類

については、以下のアドレスからダウンロードしてください。  

In order to establish a Chapter, the following documents must be completed and 

submitted to the APU Alumni Association Board Team for approval. The documents 

can be downloaded from the website address below.  

 

＊APU 校友会ドキュメントライブラリ 

http://www.alumni.apu.ac.jp/ja/resources/setting/document/  

＊APU Alumni Association Document Library  

http://www.alumni.apu.ac.jp/en/resources/setting/document/ 

 

（１）会則/ Regulations  

会の名称、運営形態、会費徴収の有無の決定などのルール作りをする。  

The Chapter shall form regulations regarding its name, its method of operation, and 

collection of membership fees, etc.  



 

（２）登録申請書/ Application for Registration  

設立の目的、経緯、年間計画、代表の連絡先などを記載する。  

Include the purpose for establishing the Chapter, its background information, an annual 

plan, and contact information for the Chapter representative.  

 

２．設立ルール/ Establishment Rules  

チャプターを設立するにあたり、以下の点を検討してください。  

When establishing a Chapter, please consider the following.  

 

（１）設立メンバーの最小人数/ Minimum Member Requirement 

代表、会計を含めて５名（代表・会計・メンバー３名）を設立時の最小人数とし、４名の場合、

「グループ（Group）」として申請してください。  

＊「副代表」は必ずしも就任を必要とするものではありません。  

＊グループの設立に関しては「APU 校友会 Groupの設立について」を参照してください。 

The minimum number of members for the establishment of a Chapter is five members: 

a representative (president), a treasurer, and three other members. In the case of four 

or fewer members, please apply to establish a "Group."  

＊Appointing a sub-representative (vice president) is not required.  

＊For information on establishing a Group, please refer to the document titled 

"Establishing an APU Alumni Group." 

 

 （２）設立地域について/ Region of Establishment  

設立予定地域（付近）に既にチャプターが設立されている場合、既存チャプターとの協議を行

い、 ボードチームにて調整します。協議内容として、活動地域の確認、活動メンバー等を協

議します。 

If a Chapter has already been established in the area where the new Chapter is 

planned to be established, the Board Team will consult and coordinate with the existing 

Chapter. This consultation will include confirmation of the area of each Chapter’s 

activities, their active members, etc.  

  

３．運営ルール/ Rules of Operation  

チャプターを運営するにあたり、以下の注意点を遵守してください。なお、予算案の申請方法 

などは、設立承認後に別途連絡します。  



When operating the Chapter, the guidelines below must be followed. Information on 

how to apply for subsidies, etc. will be communicated separately after the approval of 

the establishment of the Chapter. 

 

（１）ボードメンバー、事務局と密接に協力し、連携を図る。  

Cooperate and coordinate closely with the APU Alumni Association Board Members 

and APU Alumni Association Secretariat. 

 

（２）校友会ホームページ等に掲載するためのチャプターの紹介文を作成し、事務局に送付す

る。  

Prepare an introduction to the Chapter and send it to the Secretariat to be posted on 

the Alumni Association's website. 

 

（３）翌年度予算案、年間計画策定の作成を行い、定められた期日までに事務局へ提出す

る。  

Prepare budget and annual plan proposals for the upcoming fiscal year and submit 

them to the Secretariat by the deadline. 

 

（４）メンバーリストを作成して、次年度の予算申請時に事務局へ毎年提出する。 

Create a list of members and submit it annually to the Secretariat when applying for the 

upcoming fiscal year's budget.  

 

（５）APU と協力して、母校の発展に寄与する。（入学、就職、寄付、教育分野など）  

Cooperate with APU and contribute to the development of APU as the Chapter’s alma 

mater (admissions, job hunting, donations, academics, etc.). 

 

（６）イベントを開催する予定の場合企画書を事務局に提出して、開催後に事務局へ報告およ

びレ ポートと参加者リストを提出する。  

When planning to hold an event, submit a proposal to the Secretariat. After the event is 

completed, submit a follow-up report and list of participants to the Secretariat. 

 

（７）Facebook 等の SNS を利用してグループページを作成した場合は、事務局に連絡す

る。 

If you create a group page using a social networking site such as Facebook, contact 

the Secretariat. 

 



（８）チャプター運営に支障が生じた場合、事務局・及びボードチームにてチャプター運営を代

行することがあります。  

In the event of a hindrance to Chapter operations, the Secretariat and Board Team 

may manage the Chapter on its behalf. 

 

（９）チャプター活動の継続が難しくなった場合、APU校友会事務局までご連絡ください。チャ

プターリーダーとボードメンバーと事務局で協議の上、臨機応変に対応します。 

In the event that it becomes difficult to continue the Chapter's activities, please contact 

the APU Alumni Association Secretariat. After consultation with Chapter leaders, the 

Board Team and Secretariat will respond appropriately.  

 

４．校友会から提供するサポート内容/ Support Offered by the APU Student & Alumni 

Association 

設立を承認されたチャプターには、校友会から以下のサポートが受けられます。 

Once the establishment of a Chapter is approved, the APU Alumni Association will 

offer the following support.  

 

（１）補助を申請した場合、固定費を支給（毎年度）  

If the Chapter applies for assistance and it is approved by the Board Team, the 

Chapter will receive an annual fixed budget 

 

（２）校友会ホームページ・メールマガジン・SNS などを通じてメンバー募集や活動告知など

の案内の実施  

Member recruitment and announcements of activities will be shared via the APU 

Alumni Association website, e-mail magazine, and SNS 

 

（３）立命館学園の施設利用/ Use of Ritsumeikan Academy Facilities  

ご利用の際は、事務局までお問い合わせください。 

For use of facilities, please contact the Secretariat. 

  

（４）総会開催・イベント実施時に APUグッズの提供、APU関係者の派遣（年１回） 

APU merchandise and a dispatch of APU personnel will be provided for the General 

Assembly and other events (once a year)  

 

５．送付先・問い合わせ先/ Address and Inquiries  

住所：大分県別府市十文字原 1-1 APU校友会事務局 



Address: APU Alumni Association Secretariat  

1-1 Jumonjibaru 

Beppu, Oita  

874-8577 Japan  

Email：apualumn@apu.ac.jp 

mailto:apualumn@apu.ac.jp

