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Topics
「こんにちは！こんにちは！」放課後の時間帯、世羅高西隣のせら文化センターを訪ねると、駐車場で迎えの車を待っている世羅高生達
の元気な挨拶の声だ。「こんにちは」と返し笑顔になります。世羅高生は校外でもしっかり挨拶。

ご 挨 拶

同窓会会長

松 浦  邦 夫 （昭和45年卒）

校長

山 垣 内 　 雅 彦

　野に山に、青葉が繁れる季節となりました。同窓会会員の
皆様におかれましては、ますますご健勝でご活躍のことと拝
察いたします。また、平素から同窓会事業の運営につきまし
ては、ご理解ご協力をいただき、深く感謝申し上げます。
　現在、全世界が新型コロナウイルスの感染に脅かされ、国・
自治体が対応に追われているところであります。まさに、国
家の非常事態であります。ゴールの見えない閉塞感が漂う
日々ではありますが、当たり前と感じていたあの日常生活を
一日も早く取り戻したいものであります。
　このような状況の中で、同窓会活動も自粛をし、７月開催予定

の総会を早々に中止決定いたしました。状況が落ち着き活動を
再開し、取り組みの強化に努めていきたいものと考えております。
　このような中、同窓会報の発刊でありますが、編集委員の皆
様のご尽力により、発刊にこぎつけることができました。昨年に
引き続き、会員への個別郵送によりお届けいたしますが、発送
経費等が同窓会の大きな負担となっておりますので、今年も賛
助金制度（広報賛助金）を継続いたします。皆様方にはご無理
をお願いいたしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
　世羅高等学校は、現時点（５月11日）では、引き続き休校
措置が取られております。併せてクラブ活動についても休止
されている状況です。生徒の皆さんの活躍は、我々同窓生の

「元気の源」であります。一日も早く正常な教育活動が戻っ
てくることを願うばかりです。
　このように厳しい状況下にありますが、今年度も役員一同
心を一つにし、同窓会活動の充実発展に努めて参ります。皆
様方も、コロナウイルス感染への万全の予防策を講じられる
とともに、ご健康にはくれぐれもご留意ください。
　皆様方のより一層のご活躍をお祈り申し上げ、ご挨拶とい
たします。

ご挨拶
～第22号同窓会報

発刊に寄せて～

「高い志と覚悟」

　広島県立世羅高等学校の校長として、2年目を迎えました
山垣内 雅彦（やまごうち　まさひこ）と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
　世羅高等学校同窓会の皆様には、平素から本校教育の充
実・発展のため、多大なるご支援ご協力をいただいており、
心から敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症が全世界に拡大し、世界
保健機関（WHO）がパンデミック（世界的流行）を表明する
事態となり、世界各地で感染が拡大しています。日本におい
ても緊急事態宣言が発せられるなど、まさに「戦場」とも評
される危機的な状況です。本校においても、臨時休業をはじ
めとして、令和2年2月には、台湾への修学旅行を急遽沖縄

に変更したり、卒業証書授与式及び入学式を、生徒・保護者・
教職員のみで、時間を短縮して実施したりするなど、学校教
育にも大きな影響が出ています。生徒・教職員の健康と生命
を最優先した学校経営が求められているところです。
　このような状況の中、令和2年度入学式において、新入生
に対して、「高い志と覚悟」をもって日々、充実した生活を
送ってほしいと話しました。
　「高い志」をもつとは、いうまでもなく、「アイデンティ
ティ」を確立し、今の自分に決して満足することなく、常に

「高みを目指す」ということであり、「覚悟」とは、これから
起こるすべてを受け入れる心構えやそれらに対する迷いがな
く、準備ができている状態をつくるということです。
　「TOP　RUN　世羅」をスローガンとして掲げ、失敗を
恐れることなく、勇猛果敢に挑戦していく世羅高生に、是非
とも身につけてほしいと願っています。
　世羅高等学校の教職員は、教育のプロとしての自覚を持
ち、一丸となって、全力で本校の教育活動の充実に取り組ん
でまいります。
　世羅高等学校同窓会の皆様におかれましては、今後とも本
校の教育活動に対して、変わらぬご支援ご協力をいただきま
すようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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Topics
3月の同窓会入会式はコロナ禍のため開催できませんでしたが、正会員となった皆さんは進学・就職で故郷を離れた人が多いと思います。
120年余りの歴史ある世羅高卒業生、各分野でご活躍されることをお祈りします。

■ 継続事業
1	 同窓会報の発行
 ・   同窓会員の現況報告、同窓会活動状況、在

校生の活躍　６月発行
2	 同窓会ホームページ運用
 ・  在校生の活躍等母校の現況を発信
3	 全国大会等への出場チームの応援
 ・  全国駅伝競走大会等への出場に対し、同窓

会としての積極的な応援
4	 各地域同窓会・校友会行事への参加
 ・  東京校友会総会、近畿同窓会総会等への出席
5	 同窓会入会式の開催
 ・  卒業生を対象に新規会員の入会式を開催

（令和３年２月28日）
6	 	世羅高等学校行事（卒業式、入学式、文化祭、

体育祭、学びピア等）への参加
 ・  学校行事への積極的な参加
7	 理事会、委員会の定期的開催
 ・  定期的な理事会、委員会の開催により同窓

会の活性化を図る
8	 世羅高校同窓会館の維持管理
 ・  同窓会館の日常的な維持管理及び施設点検

整備等
9	 賛助金制度の拡充
10	 	教育支援事業による在校生支援
 ・  新入学生及び卒業生への記念品（生徒手帳・

卒業証書台紙等）贈呈
 ・  部活動での中国大会及び全国大会出場の遠

征費用等の支援

令和2年度　 同窓会事業計画

■ 継続事業
1　令和元年度同窓会総会・懇親会の開催
 開催日：令和元年７月13日（土）11時から
 会場：甲山農村環境改善センター
 参加者：187人
2　同窓会報の発行
 ・  リニューアル・増ページにより、第21号を

６月に発行
3	 同窓会ホームページ運用
 ・  在校生の活躍等母校の現況を発信
4	 全国大会等への出場チームの応援
 ・  全国高校駅伝競走大会（令和元年12月22日）

5	 各地域同窓会・校友会行事への参加
 ・  東京校友会総会（令和元年11月17日）、近

畿同窓会総会（令和元年６月９日）
6	 	同窓会入会式の開催
 ・  新型コロナウイルス感染拡大防止のため資

料配布のみとした　入会者：123人
7	 	世羅高等学校行事（卒業式、入学式、文化祭、
体育祭、学びピア等）への参加

 ・  入学式（平成31年４月９日）、学びピア（令
和２年２月12日）

 ・  卒業式（新型コロナウイルス感染拡大防止
のため出席取止め、祝電のみとした）

8	 理事会、委員会の定期的開催
 ・  理事会、委員会の開催により同窓会の活

性化を図った

事業計画／事業報告世羅高等学校 同窓会

令和元年度　 同窓会事業報告

令和2年度同窓会一般会計予算　　　　　　　　　　　　　　                       単位：円

勘定科目 予算額 前年度補正後予算額 比　　較 備　　考

収
　
　
入

入 会 金 555,000 570,000 ▲ 15,000 新入生111人×5,000円
会 費 555,000 630,000 ▲ 75,000 新３年生111人×5,000円
賛 助 金 1,000,000 400,000 600,000 2,000円×500人
同窓会報広告収入 200,000 200,000 0 広告枠　20
前 年 度 繰 越 金 2,330,000 1,770,000 560,000
雑 収 入 30,000 200,000 ▲ 170,000 預金利息・名簿代金

収入合計 4,670,000 3,770,000 900,000

支
　
　
出

事
業
費

広報委員会費 1,500,000 1,300,000 200,000 第22号会報（印刷・発送費用） 
ホームページ運営費

事業委員会費 300,000 300,000 0 卒業・入学記念　在校生支援事業
名簿・組織委員会費 50,000 10,000 40,000 支部協議会会場使用料他
総務委員会費 100,000 150,000 ▲ 50,000 同窓会館維持

小　計 1,950,000 1,760,000 190,000

運
営
費

通 信 費 70,000 70,000 0 はがき・切手等
交 際 費 80,000 80,000 0 東京校友会・近畿同窓会参加費等
人 件 費 30,000 30,000 0
需 用 費 70,000 70,000 0 電気・燃料・事務用品等
備 品 費 50,000 50,000 0
施 設 使 用 料 10,000 10,000 0 会議会場使用料
旅 費 140,000 120,000 20,000 東京校友会・近畿同窓会等
積 立 金 1,165,000 800,000 365,000 令和元年度繰越金　１/２相当

小　計 1,615,000 1,230,000 385,000
支出合計 3,565,000 2,990,000 575,000

予　備　費 100,000 100,000 0
来年度繰越金 1,005,000 680,000 325,000

令和2年度同窓会基金予算 　　　単位：円

勘定科目 予算額 前年度補正後予算額 備　　　　考

収
入

預 金 利 息 0 200
前 年 度 繰 越 金 3,800,000 3,000,000
余 剰 金 積 立 金 1,165,000 800,000

収入合計 4,965,000 3,800,200
支
出 支出合計 0 0

当期末繰越金残高 4,965,000 3,800,200

9	 世羅高校同窓会館の維持管理
 ・  同窓会館の日常的な維持管理をするととも

に不用品等を処分
10	 	世羅高校学校案内(パンフレット)の印刷
	 ……同窓会総会配布分
11	 	教育支援事業による在校生支援
 ・  新入学生及び卒業生への記念品（生徒手帳・

卒業証書台紙等）贈呈
 ・  第70回日本学校農業クラブ連盟全国大会

出場支援
■ 新規事業
1	 同窓会支部再構築への取り組み
  広島在住者と支部再構築へ向けて協議をした
2	 賛助金制度の新設
  会報21号発行に合わせて賛助金への協力

を依頼　賛助者：822人

令和２年度世羅高等学校同窓会総会について
　同窓会規約第12条の規定に基づく令和２年度同窓会総会については、新型コロナウイルス感染拡大状況等が不透明であり、多くの同窓会員が一
堂に会して開催することは困難と判断し、開催しないこととする。
　会員への周知については、会報22号及び同窓会ホームページへの掲載等を活用する。
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Topics
2020コロナウイルス禍による世の中の急変に、９月入学制移行の議論がにわかに起きた。検討時間が限られる中、一人の世羅高同窓
生として無関心ではいられない心境である。

同窓会・クラス会報告

　私たちの卒業は昭和37（1962）年３月で、卒業以来58年と
なります。６クラスあり、普通科の３クラスでクラス会を
行っています。還暦を迎えた平成15年に最初のクラス会を三
原で行いました。２年に１度開催しようとお互いに約束し現
在も継続しています。最初は40人位参加がありましたが、最
近は20人位に減少しました。
　卒業当時は集団就職がおこなわれていた時代で金の卵だっ
たように思います。故郷を守る人・教師・ビジネスマン・技
術マンといろいろな人材が育ちました。日本経済も右肩上が
りで、争いもなくいろいろと体験させていただき、夢を描き
恵まれた青春だったように思います。
　令和元年、８回目のクラス会を甲山で開催しました。１人
３分のスピーチは時間が短かったようです。最近の話題は、
母校の駅伝の現状に始まり、国政問題・農業問題・人口減問
題・自分の体調の話へと、話は大きくなったり小さくなった
りとても愉快です。家庭菜園、里山づくりに汗している人、
地域のボランティア活動に頑張っている人などいろいろで

す。人生100年時代。まだまだ額に汗して働く気力十分です。
でも、体調に気を付け、元気に過ごそうとお互い声をかけ合
い、再会を誓い合いました。そしてなごりを惜しみながら世
羅産の食材を手土産に家路につきました。

  夢を語り元気をもらう！『クラス会報告』 國原　英行（昭和37年卒）

　いつも世羅高校同窓会活動にご理解ご協力を頂きありがと
うございます。
　昨年同窓会幹事長をさせていただきました、昭和52年卒業
の上野悟です。
　一昨年は集中豪雨等で急きょ開催を中止することになり、

２年ぶりの開催となりました。
　同窓生の皆様も被災されている方がおられるかと思います。
心よりお見舞い申し上げます。
　さて、毎年のこととはいえ、当番幹事が主になって同窓会
総会に向けての準備を４月からするわけですが、みんなが初
めての経験であり手探りの状態からのスタートでした。しか
し、ひとたび集まれば、みな同窓生であり、同級生でもある
ので、まずは懐かしい昔話に花をさかせ、和気藹々と準備を
進めることができました。そして、回数を重ねるたびに絆が
深くなり、それぞれがそれぞれの思いで行動し無事同窓会総
会・懇親会が開催できました。
　多くの参加者にも恵まれ、楽しいひと時を過ごすことができま
した。参加していただいた同窓生の皆様、誠にありがとうござ
いました。
　最後になりましたが、当番幹事として多くの方にご協力い
ただきありがとうございました。今回の絆で結ばれた皆様と
末永く繋がっていけたらいいと思います。

 同窓会総会を終えて 上野　悟（令和元年度総会当番幹事、昭和52年卒）
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Topics 来年度より、30年ぶりに世羅高生徒の制服がリニューアルされます。細部については只今、検討中とのこと。お楽しみにー。

時代の変遷を顧みて
昭和39年卒　陶　八千枝
　卒業後56年の歳月が経過いたしました。
青春時代の懐かしい曲を聴くと、脳裏に当
時の風景がよみがえり、また、芦田川の川
べりを散歩した、せせらぎの音にも郷愁を
感じます。
　当時、世羅中央病院北側にあった寄宿
舎に入舎していました。先輩諸姉とともに
勉強する傍ら、春は今高野山の夜桜見物、
初夏には蛍狩り、秋は三川ダムへ遠足、そ
して冬は炬燵でみんなと一緒にお餅を焼き
ながら談話したことが懐かしく思い出され
ます。
　私は舎監の先生の助言で公衆衛生看護
の道に進み、感染症対策・精神保健・健
康づくり業務に従事しました。時代は変わ
り、いま新型コロナウイルスが蔓延、国内
外ともに感染拡大防止に奔走し、その対策
が正念場となっています。
　私たち夫婦は、毎年11月に三次市で行
われる高校駅伝競走県予選大会で、校歌
の演奏を聞きながらの応援、そして、12月
の京都、都大路を駆け抜ける全国駅伝大
会を楽しみにしています。
　昭和57年には同窓会の記念事業として
「汗と涙のイダ天賛歌―世羅高校駅伝史」
が発刊されました。輝かしい歴史と伝統を
誇る世羅高校駅伝部の記念誌は、わが家
の秘蔵書です。そして、その後も今日に至
るまで引き継がれています。
　今後とも母校への愛着と誇りを一層深め
てまいりたいと思います。
　世羅高同窓会会報22号発刊にご尽力の
編集委員の皆さまに感謝申しあげます。

故郷への想い

昭和45年卒
松浦　正文

　私が世羅高校を卒業してちょうど50年に
なります。
　今は、両親も亡くなり、世羅に帰ること
はほとんどありません。
　しかし、年を重ねるにつれ、故郷を懐か
しむ想いは強くなっています。
　高校生の頃は、授業とクラブ活動のバス
ケットのほかは、そのころ始まったばかり
の深夜放送を楽しむ毎日でした。東京に出
てからは、大学時代はクラブ活動にいそし
み、社会人になると仕事中心の生活で、故
郷に思いを馳せることは少なかったと思い
ます。
　それが、50歳半ばに母校の陸上部が全
国高校駅伝で久々に優勝したことがきっか
けで、陸上部に注目するようになりました。
それからは、様々な大会の記録をネットで
チェックしながら年末を楽しみにしていま
す。それと同時に、世羅町についても検索
するようになり、まだ見たことのない観光
農園や道の駅などを知り、ぜひ訪ねたいと、
そして何より母校の陸上部の練習を見てみ
たいと思っています。
　ぜひ、機会をつくり「我が故郷　世羅町」
めぐりを実現したい。

生きてる内に　
動ける内に！
昭和45年卒
田中　一裕

　この春は新型コロナウイルスの流行で学
校も３月早々から休みとなり、県内もフラ
ワーフェスティバルを始め全てのイベント
が中止や延期、縮小を余儀なくされていま
す。外出を控えて感染に気を付けてと報道
される度に何事もない日常がいかに有り難
い事だったのかと思い知らされています。
　卒業から50年を経過しいよいよ古希を迎
える世代ですが地元ではまだまだ現役世
代。「若い人に任せる」と見回すと我ら60
代は若い世代。同級生も民生委員や自治
センターの委員。地域のリーダーや事務局
と様々な役職に頑張っています。
私も社会福祉協議会の委員や地域のサロ

ン活動、時々世羅高校の生活福祉科等も
お手伝いをさせて頂いていますが、これも
元気でいるからこそ地元へ恩返しが出来る
のかなと思っています。
　「生きてる内に、動ける内に！出逢える内
に、話せる内に！」賞味期限（？）は残り
少ないかもしれませんが今しか出来ない事
やっておきましょう。
　まずは “古希祝の同窓会にみんな集ま
れ！” かな。

世羅高校入学から人との繋が
りを思う
昭和47年卒　宗岡　雅文

　私は昭和44年世羅高校に入学し、高校
生活に入りました。
　余り上背のない為、中学でやっていたバ
レーボールより体操を選び体操部へ入部、
ここでの先輩よりの指導、まず、体の柔軟
性を確保する為のものですが、３人がか
りで抑えられて悲鳴を上げたことが今でも
記憶に残っています。でもこのおかげで３
年間怪我無くやれたのだと思います。３年
の時、全国高校駅伝大会で我が世羅高は
優勝候補筆頭でしたが、選手が食中毒に。
それでも５位に食い込みました。
　昭和47年、私は卒業後、家の後継ぎと
いうこともあり地元の農協へ就職、初出社
の時、同期入社で出会ったのが世羅高校
体操部で２級先輩だった田中一裕氏でし
た。勤務所属も一緒となり、それ以来腐れ
縁と言うか青春時代から現在までよき先輩
であり、また共に活動する良き仲間になり
ました。地元の青年団の中で始めた歌声喫
茶（今はフォーク喫茶）の活動を途中休眠
していたものの平成22年より再開、現在も
役場前の喫茶店四季（マスターも世羅高
OB）において活動を続けています。一緒
に活動を共にしてくれているメンバーも殆
どが世羅高校の卒業生です。これまでの
人生においてこれからも世羅高校からの繋
がりを大切にして行きたいと思います。

同窓生だより



☎0847-22-1107
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Topics
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、世羅高等学校も５月末まで休校です。その間陸上競技部の寮も閉鎖され、自主練習を余儀
なくされています。ようやく、５月19日（火）から寮が再開され、一緒に練習できるようです。

ぺットの「ハナちゃん」
昭和47年卒　谷本　忠美

　我が家には、トイ
プードルの「ハナ」
というペットがいま
す。現在の体重２キ
ログラム、今年３歳
になる茶色のカワイ
イ女の子です。世羅
高校を卒業して48年、

まさかこの年でペットを飼うことになると
は思っていませんでした。むかし子どもが
まだ小学生のころ小さなゲージでハムス
ターを２匹飼っていましたが、それ以来の
動物との共同生活です。
　３年前に「ハナ」が我が家に来た時は
900グラムで、まるで小さなモルモットの様
でした。広島のペットショップで、ベッド
などを購入し、トイプードル専用のペット
フードをエサの容器に入れたのですが、最
初は全然食べてくれませんでした。それが
今では、我が家で一番のわがまま娘に成
長し、応接セットの足やぬいぐるみの「ク
マのプーさん」も傷だらけです。我が家の
力関係もしっかりと把握していて、「ハナ」
が１番、妻が２番、息子が３番、私が最後
です。エサやトイレの始末、散歩も主に私
がしているのですが、どうも自分の飼い主
は妻だと思っているようです。
　「ハナ」は毛が伸びるのも早く１～２ヶ月
ごとにトリマーさんのところに行きます。１
回のシャンプーとカット料が合わせて4,500
円と、私の散髪代1,100円のほぼ４倍です。
ここにも我が家の力関係がハッキリ表れて
おります。「ハナ」のお洋服代にもお金が
かかり、自分の娘を一人育てているような
ものです。
　それでも毎日仕事から帰ると、一生懸
命尻尾を振って玄関まで迎えに来てくれま
す。散歩に連れて行き、通りすがりの女子
高校生さんに「可愛いですね。」と言って
もらえたと喜んで妻に報告すると、「親馬
鹿ならぬ犬馬鹿ですね。」と笑われる始末
です。
　平凡な毎日の生活の中で、毎年京都で
行われる「全国高等学校駅伝競走大会」
に出場する、世羅高校陸上競技部の応援
と同じぐらい、ペットの「ハナ」と過ごす
時間が、私にとっては大切なものになりま
した。仕事から我が家に帰り「暖かいのは

便座だけ。（綾小路きみまろ作）」と言われ
るこのご時世ですが、これからの余生を家
族の一員になってくれた「ハナ」と一緒に、
楽しく過ごしてゆこうと考えております。
　

同窓会に参加して
昭和49年卒
原田　久資

　今年、１月４日（土）スズランホテル木
原さんで開催された昭和49年卒普通科の
同窓会へ参加しました。
　航空自衛隊を定年退官後、JR東日本系
列の清掃会社に入社し、なかなかまとまっ
た休みが取れないことが多かったのです
が、今年は仕事場とカレンダーに恵まれて、
参加が可能となりました。
　久々に会った人が多く、正直、私には、
「彼は誰、彼女はどなた」状態でしたが、
話している内にどんどん高校時代がよみが
えってきて素敵な時間をすごせました。
　こうやって同窓会に参加できるのも、実
はいろいろ調整してくれている地元の幹事
さんたちのお陰なんですよね。大変なこと
も多いと思いますが、これからもよろしく
お願いします。
　参加する方も家庭の事情があったり、交
通手段が無かったりと難しいことも多いけ
れど、懐かしの青春を思い起こすためにも
また多くの人と再会できたらと思います。

ふるさと「世羅」のすばらし
さの中で
昭和50年卒　植田香代子（旧姓池田）
　世羅高校卒業後は故郷を離れ、兵庫県、
その後は東京で仕事と家庭を持ち暮らして
ました。定年後の生活を考えるとき、主人
の「香代さんの田舎で住むってのもいいよ
な」の一言でこの度、田舎生活をスタート
しました。
　分水嶺にある我が家から高校まで自転車
で、行きは下りで30分、帰りは坂道で１時
間。友達と芸能人の話や恋話やキャッキャ
笑いながら、近所のおばさんから「よくまあ、
そんなに毎日笑える話があるよの」と呆れ
られたものです。今は緑の軽自動車で、山々
の色と一致しながら走っております。
　自然と人の温かさ、学生時代には気付か
なかった世羅のすばらしさを感じ、感謝の

日々です。母や幼友達に添わりながら、畑
仕事や山仕事を覚え、一人でできることが
増えることが喜びとなってます。改めて同
窓生のみなさま、よろしくお願いします。

世羅高校の
思い出と今
昭和52年卒
沖田　憲弘

　世羅高校時代、陸上部に所属していた
私は、毎日の練習に一生懸命でした。１年
生の時には、先輩方や同級生の活躍もあり、
２時間８分40秒という当時の高校記録で、
全国制覇を、部員の一人として経験させて
頂きました。その時の感激は忘れることは
出来ませんし、提灯行列で甲山の町を歩い
た時に、クラスの同級生に声を掛けられた
ことも良い思い出です。
　自分たちも頑張ろうと気持ちを奮い立て
たものです。ただ、私たちの学年は、新畑
先生、宮広先生の熱心な指導や、同級生
たちの応援を受けながらも、そこまでの実
績は残すことは出来ませんでした。どちら
かというと悔いを残しての卒業でした。
　昨年、還暦を迎えたということで、学年
の同窓会があり参加をしました。いろいろ
な思い出話をする中で、「まだ走っとるん
か」「今年の世羅高校はどうかな」と、数
十年ぶりに会う方が、陸上に関する話を
してきてくれて、私はそんなに活躍してな
かったのになと思いながらも、陸上部だっ
た私を覚えていて下さって、陸上がクラス
の皆さんと私を繋いでいるんだなと、嬉し
く感じました。また、担任だった伊藤先生
とも、お逢いでき当時の話をさせて頂きま
した。担任をしていた私たちのことを、と
ても細かく覚えて頂いていて、陸上のこと
も、進学のことでも、ご心配をかけたこと
を感じました。同級生・先生方とお会いで
き。とても良い還暦の同窓会になりました。
幹事の皆様に感謝でした。
　また、陸上部の同級生とは、ここ数年、
高校駅伝の応援も兼ね、京都で飲み会を
行っています。どちらが主なのかわかりま
せんが…。当時の練習の事、試合の事、寮
での事、しんどかったことも、笑いながら、
お互いが頑張ってきたことを称えつつ、夜
遅くまで語り合っています。この歳ですか
ら、いつまで続けられるか分かりませんが、
その時は、高校時代に返っている気分です。
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Topics
新型コロナウイルスが、ヒトからネコに感染するとの報道が、ネコ好きの皆さんを震撼させています。かわいいペットも飼えなくなる
のでしょうか？

　世羅高校の校舎や寮のあった場所を見
ると、懐かしさで一杯になります。当時は、
勉強についても、陸上についても、しんど
かったことが多かったように思ってきまし
たが、自分の今を考えると、多くの人との
繋がりや思い出を作ってくれた世羅高校や
陸上部に感謝です。

拝啓　昭和54年卒の皆さま
昭和54年卒　城田　純子
　皆さん、お元気ですか？昭和54年３月卒
業の旧姓福本です。「負担はないから、２
年間だけ」と、恩ある先輩のお言葉に断る
ことができず、昨年より同窓会役員をお引
き受けしております。
　卒業後も久井町で暮らしている私は、現
在、田畑からの自然の恵みに感謝しながら、
平穏な日々を過ごしております。（これをお
読み頂いている頃、新型コロナウイルス禍
が終息していることを祈りながら書いてお
りますが）
　さて、皆さんはご存じだったでしょうか？
私たち同期が2021年夏の同窓会の幹事年度
であることを。気の弱い？私は、その話を
耳にした夜から眠れぬ夜が数日続きました。
でも、同級生という存在は有難いものです。
「協力するよ！」「声掛けするから！」と、心
強い言葉を頂き少し安堵いたしました。
　同学年のみなさん、来夏の同窓会へ是
非ご協力をよろしくお願いいたします。
　皆さん、お身体ご自愛されお過ごしくだ
さい。	 　敬具

自分の知らない
世羅町
平成9年卒
沖　聖人

　1997年に世羅高校を卒業してはや23年、
私は40才をこえました。
　私は世羅高校を卒業して以降世羅町外
におり、2014年に世羅町に家業を継ぐため
に帰郷しました。
　世羅高校を卒業するまで、世羅町に対
しての魅力や特色など特に知らず、何もな
い田舎だと思っていました。
　ところが、世羅町を出てみて、世羅町の
知名度に驚かされることが多くありました。
　学生時代には私も行った事の無かった
梨狩りに行った事がある友人が多くおり、

東京の職場では、駅伝ファンの方が世羅
高について私よりも知っていたりと、世羅
町の認知度の高さへの驚きと共に世羅町が
コミュニケーションツールに大いに役立っ
てくれました。
　世羅町に帰ってきて、その認知度は自然
に出来上がった物ではなく、世羅町の為に
尽力されている個人や団体の方々の活動の
賜物だという事を知りました。微力ではあ
りますが、私も世羅町民の一員としてその
一助になれるように精進したいと思います。

中国電力陸上部
での飛躍を誓う
平成26年卒
中島　大就

今年、中国電力陸上部に入部し、社会
人の一員となりました。
世羅高でも陸上部に所属し、２・３年時

には全国駅伝大会で２連覇という経験もさ
せていただきました。中学生の頃から陸上
をやっていた私は世羅町出身ということも
あり、世羅高に進学し、名門の陸上部に入
部しました。そこで岩本監督に心身ともに
育てていただき、全国の舞台で走れるよう
になりました。また、世羅町民の皆様から
の手厚いご支援・ご声援のおかげで、恵ま
れた環境の中で競技に取り組むことができ
ました。感謝の気持ちでいっぱいです。世
羅高陸上部の歴史に名前を残させていた
だいたことを誇りに思います。
大学を経て社会人となった今、世羅高

で学んだことを糧に中国電力陸上部員と
して結果を残せるような選手になりたいと
思っています。これからも、世羅高陸上部
の応援と、中国電力の中島の応援をよろし
くお願いします。

母校での教師を
めざして
平成28年卒
小田　朱莉

私は高校時代陸上部に所属し、仲間と
寮生活を行いながら勉学と部活動に励ん
できました。黄金世代とも言われる最高の
仲間に恵まれ、３年時には全国高校駅伝男
女ダブル優勝という素晴らしい経験をさせ
ていただきました。

自分自身は思うような結果が出せず、部
活動では苦しい思いをたくさん経験しまし
た。しかし高校生活を通して人間的成長が
でき、大学での競技生活、これから始まる
教員生活の基盤となる意味のある３年間で
した。
大学４年生の６月には教育実習で世羅

高に帰ることができました。校長先生をは
じめ教職員の皆様に温かく丁寧なご指導を
いただき教員としての意識を高めることが
でき、また自分自身もたくさん汗を流した
グランドで懸命に走る選手の姿を見て、原
点を思い出すことができました。
ここからが本当の人生のスタート。人と
の巡り合いを大切にしながら、自分が思い
描く教員、指導者になりいつか母校でもう
一度頂点の景色が見たいと思っています。

社会人１年目に
思うこと
平成31年卒
上神田　初音

平成31年３月に卒業した上神田初音と申
します。私は尾道市のまるか食品に勤務し
ています。私の上司も世羅高校の卒業生
で、総会当日は勤務日でしたが「同窓会総
会に出席したい」と相談したところ、快く
お休みをいただきました。
初めてこのような会に参加させていただ

きましたが、毎年、大ぜいの同窓生が参加
されて世羅高等学校同窓会総会が開催さ
れ、親睦を深められていることに驚きまし
た。あらためて世羅高校の卒業生としての
自覚と誇りを感じ、私がスタートを切った
社会の一員として責任ある行動をとらなく
てはいけないと感じています。
昨年春、世羅高校を卒業し新たに同窓
会員になった人数は112名です。
母校、世羅高校の発展のため、微力で

はありますが力を尽くしたいと思っていま
す。今後ともよろしくお願いいたします。



8

Topics
世羅高入学式は、来賓や出席者の制限、時間の短縮を図り、令和２年４月７日（火）、世羅高体育館において挙行されました。参列され
た保護者に見守られる中、大きな希望を胸に111名の生徒が入学されました。ようこそ世羅高へ！

世羅高校国際交流推進会議について

生活福祉科の取り組み　広島県高校生介護技術コンテストで圧巻の「最優秀賞」を受賞

「ソーントン・ドノヴァン校との姉妹校交流」
―ＮＰＯ法人世羅国際交流教育ネットワークと地域に支えられて―

　昨年５月13日に大同高級中学20名の生徒と２名の
引率者を迎え、式典やクラブ交流を通じて、親交を
深めました。２学年の修学旅行での訪問は、新型コロ
ナウイルスの関係で中止となりましたが、今年度秋に、
台湾からの来校が計画されています。
　また、ケニア人留学生は、３年生に男女１名、２年
生に男子１名が在学しています。彼らは陸上競技に対
して、熱い情熱を持ち、生活・文化の違う日本で真面
目に頑張っています。同窓会の皆様方には、全国大会
出場時の寄付等でも御支援いただいており、誠に恐
縮ではありますが、この推進会議の趣旨を御理解いた
だき、御支援、御協力のほどをよろしくお願いします。

　令和元年５月25日（土）に広島国際大学 呉キャンパス
で開催された「第３回 広島県高校生介護技術コンテスト」
に福祉類型３年生が出場し、広島県内の福祉を学ぶ高校
生と介護技術を競い、圧巻のパフォーマンスで「最優秀
賞」を受賞しました。
　生活経営類型の３年生では、全国高等学校家庭科技術
検定の和服、洋服、食物、保育の４種目全てにおいて１
級に合格する「四冠王」を３名が、和服、

洋服、食物の３種目において１級に合格する「三冠王」を９名が達成し、表彰を受け
ました。広島県における「四冠王」受賞者は、世羅高等学校の３名のみであり、４年
連続の受賞となりました。
　また、生活経営類型２年生17名がサービス接遇技能検定準１級のロールプレイ
ングを受検し、全員が合格を果たしました。その中で、東 佑希乃さんが、全国のサー
ビス接遇実務検定受検者約４万人の中から、実務技能検定協会優秀賞60名の一人
に選ばれました。検定で身につけた知識と技術を活かして近隣の小中学校６校へ出
向き、面接マナー講習会を行いました。

　昨年度６月26日～７月６日にソーントン・ド
ノヴァン校の９名の生徒が来日し、世羅高校の
生徒たちと交流を深めるとともに、地域の中学
校での交流や世羅の企業の見学、広島平和公園・
宮島での平和学習及び世界遺産観光と、盛沢山
の内容を体験しました。また、３月には世羅高
校から５名が渡米し、それぞれのテーマについて研修を積む予定でしたが、中止となりました。
　この交流を支えてくださっているのはＮＰＯ法人の方々と地域の方々です。今後とも有意義
な交流が継続されるよう願っています。

S E R A - N O W ! 世羅高の今

四冠王表彰者

小中学生対象面接マナー講習会

介護技術コンテスト



本社　〒729-3305

赤屋生コン工場　TEL 0847-24-0226

TEL　0847-24-0111 FAX　0847-24-0035
広島県世羅郡世羅町大字別迫711番地
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◆  公益財団法人セディア財団主催「第3回高校生が描く明日の
農業コンテスト」において農業経営科3年生が金賞、銀賞、
銅賞を受賞しました。（R1.8.17）

  向井君は、「養魚場
で捨てられる運命に
ある錦鯉の稚魚を活
用した魚醤作り」に
ついてレポートを作
成し金賞を受賞しま
した。

 金賞 向井 壮大
 銀賞 重本 怜央
  友宗 龍希
 銅賞 荒木 舞桜里

コロナ禍から学んだ新しい生活様式（中国新聞、天風録より）
◦すぐに気を緩めてしまうことのない強さ　◦決して周りにうつさないやさしさ。

世羅高３年普通科の松山凌也君、快挙！ 米国スタンフォード大講座で栄えある最優秀賞受賞！
―令和３年３月 スタンフォード大学にて課題研究発表・授賞式― 

農業経営科大会入賞について

広 島 県 教 委 の 募 集を受け、29名の 生 徒 が 受 講していた
Stanford e-Hiroshimaのプログラムを、無事修了し、栄えある

「Stanford e-Hiroshima Award」を受賞しました。修了したのは
わずか２名。米国スタンフォード大学において、授賞式と“Ocean 
Acidification in Japan and the U.S.（米国と日本の海洋の酸性
化）”についてのプレゼンテーションが予定されています。

松山君は次のように述べています。
「私は、知らせを受けて非常に驚きました。今まで頑張ってき

た努力が報われた気持ちになりました。Stanford e-Hiroshima 

Programと学校生活との両立は想像以上に難しく、定期考査や検
定、部活動など様々な行事が重なった時は逃げ出したくなりまし
た。しかし、英語の先生に支えられ、メンバーとも励まし合い無
事に修了出来ました。私にこの機会を与えてくださった先生や、
Stanford e-Hiroshimaのメンバー、そして広島県教育委員会、講
師の先生方に感謝の意を持ちながら、来年の３月にスタンフォード
大学に訪問しようと思います。この賞に恥じないように、自分自身
の進学に向けて、志望校に合格するよう努力していきます。本当
にありがとうございました。」

◆  「日本学校農業クラブ連盟中国ブロック大会」プロジェクト
発表Ⅱ類、Ⅲ類・意見発表Ⅲ類の3部門において最優秀賞を
受賞し、9名の生徒が10月22日から24日に開催される「第
70回日本学校農業クラブ連盟全国大会南東北大会」へ出場し
ました。

【プロジェクト発表】
　Ⅱ類 「養殖鯉の廃棄稚魚を活用した魚醤生産と地域活性化」
 3年　荒木 舞桜里　重本 怜央　友宗 龍希　向井 壮大
　Ⅲ類 「世羅茶復活プロジェクト～世羅茶を世界に発信しよう～」
 2年　田垣 内葵　仲島 晴輝　藤谷 悠斗 　西谷 悠

【意見発表】
　Ⅲ類  「生ゴミ堆肥や腐葉土でカブトムシを育てる…それが僕

のエコロジー」
 1年　吉儀 智也

◆  「日仏農業教育連携に向けたアクションプラン」を活用したフ
ランス農業高校交流（R2.2.19 ～ 26）フランスの農業高校と
交流を行うため、日本の農業高校を代表として３年荒木舞桜
里さんと１年吉儀智也君がフランスで研修を行いました。

◆   第４回大地の力コンペ「準グランプリ」（R2.3.6）
  松枯れにともない

増殖したネズミサ
シからアロマオイル
を抽出する研究を
発表しました。

◆  第23回ボランティア・スピ
リット・アワード「ブロック
賞」（R1.11.10）

◆  第５回全国ユース環境発表
大会全国大会｢環境大臣賞｣

（R2.2.9）
◆  第９回毎日地球未来賞「奨励

賞」（R2.2.15）
  廃棄錦鯉稚魚の活用方法の研究発表大会において受賞しました。

◆   第１回全国高校生農業アクション大賞「準大賞」（R1.11.11）
  世羅茶復活プロジェクトの３年間の研究の取り組みが評価さ

れました。



TEL.0847-27-1231　FAX.0847-27-1232
〒722-1626 広島県世羅郡世羅町大字賀茂 1024

e-mail:r-ryuou@mail.mcat.ne.jp

有限会社龍王
土　木　工　事　業 (広島県知事許可般　12444号)
りゅうおう床土製造(全農指定)

広島県世羅郡世羅町大字京丸85-1

リフォームのあらゆる御要望に確かな技術でお応えします
(かけつぎ・学生服の修理できます )

営業時間 /AM9:00 ～ PM6:00 まで　　定休日 /毎週日曜日・祝日

紳士・婦人服のお直し
ファッション
リフォームアール 22-5707（0847）

（0847）FAX
TEL

22-5709
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Topics
全国高校総合体育大会、甲子園、どんどん中止に。残念です。生徒のみなさん悔しいと思いますが、前向きにファイト！同窓生はいつ
でも応援しています。

男子第70回女子第31回全国高等学校駅伝競走大会報告
男子12位・女子12位

進路について

　「都大路の借りは、都大路で返す」
「今年こそ日本一奪還」を目標に臨ん
だ大会でしたが、男子は２時間３分
31秒、女子は１時間９分30秒でと
もに12位となりました。
　高速レース化の現象は激しく、僅か
なミスで、大きく順位が変動する昨今

の大会の状況の中で、チーム一丸と
なって、走り切りましたが、日本一
の壁にまたしても阻まれました。
　悔しさを力に変えて、また精進し
てまいります。ご指導のほどよろし
くお願いいたします。

2019（平成31・令和元）年度卒業生　進路合格実績一覧

国公立大学
広島大学 理 1名
広島大学 経済 1名
九州工業大学 工 1名
愛媛大学 社会共創 1名
愛媛大学 教育 1名
島根大学 生物資源 1名
島根大学 総合理工 2名
山口大学 経済 1名
鳴門教育大学 学校教育 1名
尾道市立大学 経済情報 1名
県立広島大学 生物資源 1名
県立広島大学 保健福祉 1名
島根県立大学 総合政策 1名
新見公立大学 健康科学 1名
長崎県立大学 地域創造 1名
山口県立大学 看護栄養 1名

計17名

私立大学
上武大学 ビジネス情報 1名
流通経済大学 スポーツ健康科学 1名
中央学院大学 商 1名
順天堂大学 国際教養 1名
駿河台大学 法 1名
駿河台大学 スポーツ科学 1名
城西大学 経営 1名
青山学院大学 コミュニティ人間 1名
日本体育大学 スポーツマネジメント 1名
国士舘大学 文 1名
國學院大學 法 1名
北里大学 獣医 1名
桜美林大学 健康福祉学群 1名
武蔵大学 人文 2名
成蹊大学 文 1名
法政大学 社会 1名
明治大学 農 1名

男子３区  中野 翔太選手 女子1区  山際 夏芽選手

専門学校
大原簿記学校 1名
京都栄養医療専門学校 1名
ECC国際外語専門学校 1名
ビジュアルアーツ専門学校 1名
朝日医療大学校 1名
倉敷ビューティーカレッジ 2名
広島県厚生連尾道看護専門学校 1名
広島ビューティー＆ブライダル専門学校 2名
穴吹調理製菓専門学校 1名
広島工業大学専門学校 1名
広島情報ビジネス専門学校 1名
広島酔心調理製菓専門学校 1名
小井出ファッションビューティー専門学校 2名
大手前栄養製菓専門学校 1名
大阪総合デザイン専門学校 1名
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 1名
朝日医療専門学校広島校 1名
広島県立三次看護専門学校 3名
広島ビジネス専門学校 1名
福山市医師会看護専門学校 1名
広島市立看護専門学校 1名
尾道市医師会看護専門学校 1名
広島公務員専門学校 1名

計28名

中央大学 法 1名
中央大学 文 1名
山梨学院大学 経営 1名
中部大学 経営情報 1名
龍谷大学 文 2名
京都造形芸術大学 芸術 2名
立命館大学 理工 1名
京都女子大学 文 1名
京都橘大学 文 1名
大阪芸術大学 芸術 1名
近畿大学 工 1名
近畿大学 理工 2名
神戸女子大学 家政 1名
川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント 1名
川崎医療福祉大学 リハビリテーション 1名
環太平洋大学 体育 3名
岡山理科大学 理 2名
広島工業大学 情報 4名
広島工業大学 工 8名
広島工業大学 環境 2名
広島修道大学 健康科学 1名
広島修道大学 商 10名
広島修道大学 法 1名
広島修道大学 人間環境 1名
広島修道大学 人文 2名
広島経済大学 経営 3名
広島女学院大学 人文 1名
広島都市学園大学 健康科学 1名
広島文教大学 人間科学 1名
広島文教大学 教育 3名
広島国際大学 総合リハビリテーション 2名
福山大学 工　 2名
福山大学 経済 3名
福山平成大学 健康福祉 1名
安田女子大学 家政 1名
南九州大学 環境園芸 1名

計89名

私立短大
聖和短期大学 保育科 1名
広島文化学園短期大学 保育科 1名
比治山大学短期大学部 幼児教育 1名
安田女子短期大学 保育科 2名
川崎医療短期大学 看護科 2名

計7名

就職
谷塗装店 1名
大山養魚場 1名
株式会社小西養鯉場 1名
北川冷機株式会社 1名
福山日産自動車株式会社 1名
シモハナ物流 1名
日本郵便株式会社中国支社 1名
ダイキョーニシカワ株式会社 2名
サンプラス株式会社 1名
マツダ株式会社 1名
かねさか 1名
日鉄日新製鋼株式会社呉製鉄所 1名
株式会社イメージサロンカッツ 1名
世羅町社会福祉協議会訪問介護事業所 1名
株式会社ジーベック 1名
日本郵便株式会社中国支社 1名
介護老人保健施設花の丘 1名
東邦電気工業株式会社 1名
丸善製薬株式会社 1名
錦水館株式会社 1名
スターライト工業株式会社 1名
ヤマト運輸株式会社 1名

広島県職員 1名
陸上自衛隊 3名
海上自衛隊 1名

計28名

大学校
広島県立農業技術大学校 2名

計2名

人数はのべ数です。（就職を除く）

令和2年5月8日現在
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同窓会総会も中止になりましたが、コロナウイルスに負けないよう、手洗い・マスク・３密回避の努力を重ね、元気で同窓生の皆様に
お会いできるのを楽しみにしています。

支 部 等 活 動 報 告

　東京校友会は、会員相互の親睦及び母校との連絡
により、その発展に寄与することを目的に活動を続
けておりますが、その主な事業は、年２回の会報発
行、親睦会、総会及び役員会などとなっております。
　会報「とうきょう世羅」は、今回第50号の記
念号として発刊します。
　親睦会としては、本年早々に、恒例の「新宿山

ノ手七福神めぐり」を21人の参加を得て賑やかに行い、一年の福運
を祈りました。３月29日に六義園（文京区）で予定していた観桜会は、
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安全を考慮して中止しまし
たが、９月27日には、「文学の歴史散歩（お茶の水から上野）」を計
画しております。（詳細は「世羅高東京校友会」で検索願います。）
　今年の総会は11月15日（日）に、松浦同窓会長、山垣内校長、奥
田世羅町長など世羅から多くのご来賓をお迎えし、皇居、国会議事堂、
東京タワー、レインボーブリッジ等眺望が美しい霞が関ビルの35階で

開催します。
　陸上競技部の応援に関して、毎年12月に開催される全国高校駅
伝競走大会では、東京校友会からも京都に行き、世羅の方達と一
緒に精一杯の声援を送っております。また、陸上競技部応援賛助
金では、毎年多くの会員から浄財が寄せられております。母校の
活躍は会員の誇りであり、母校の発展に些かなりともお役に立ち
たいと願い、今年も引き続き募集しております。

東京校友会 昭和42年卒　会長　吉宮　孝治

世羅高等学校近畿同窓会は、昨年から昭和44
年卒の迫田光子さんと玉岡光子さんの２名、昭
和52年卒の吉永弘子さんに新しく役員・幹事に
加わっていただきました。
役員・幹事も60歳代が４人、70代が３人、80

代が１人顧問４名という構成に変わりました。少
し若返りをしましたメンバ－で近畿同窓会の活動

運営（地域貢献）、並びに応援・支援の維持運営を推進しております。
今年、２月18日の読売新聞に『世羅高に大臣賞：全国ユ－ス環

境活動発表大会』と掲載がありました。母校が活躍しているのを
見て誇らしく思います。
その反面、世羅高の存続危機を耳にします。嘗て、旧制世羅中
学時代、生徒数が少なく存続危機があったと聞いております。そ
ういう事のない様に祈っております。世羅高の存続、それには文武
不岐もさることながら陸上競技部の活躍、特に全国高校駅伝大会
では、優勝ないしは入賞というのが名門校として必須なのです。近
畿地区でも広島県人会、広島県関西同窓協議会等の支援・応援を
得ています。

近畿同窓会若手会員の勧誘活動を始め、情報交流・同窓会活動
の活性化・機能拡大を図ることを目的として活動しております。具
体的には、近畿同窓会独自の活動（年４～５回の役員・幹事会、
年１回の総会）はもとより、全国高校駅伝出場に対して応援・支援
もしております。他団体との交流では、広島県関西同窓協議会へ
の事業運営への参画・協力、広島県人会への支援・協力をしてお
ります。
近畿圏に在住の若いOB	の方々の入会をお待ちしております。
近畿同窓会のホームページについては昨年の９月に不都合が発
生し、停止中です。御迷惑をかけております。現在、再構築中です。
少し時間をください。
今はとにかく、活気ある近畿同窓会を目指しております。

「広島校友会結成に向けて」
令和元年度の同窓会新規事業に「支部再構築
への取り組み」があります。
同窓会の目的は、会員の親睦と情報交換によ
り横のつながりを強化することを第一に、母校
の発展に寄与することです。
そこで、世羅高同窓生が1,300人を超える広島

市に何としても支部を設立したい。なかなか名案や方策はないの
ですが、まずは、本部役員と同世代である65～70歳の方からご意

見を聴く検討会からスタートしました。
検討会は、広島在住の10数名、本部からの３～５名を加え、12
月と１月の２回開催しました。様々なご意見をいただきました
が、「設立に向けて一歩を踏み出そう」との意思統一が出来、発
起会（検討会３回目）を３月７日に開催することとしました。
非常に残念ながら新型コロナウイルスの影響で、発起会はやむ
なく延期となりました。
しかし、これまでの取り組みを無駄にすることなく活動を再開
したいと願っています。

近畿同窓会

広島校友会

昭和42年卒　会長　釣井　良明

昭和46年卒　名簿・組織委員会　委員長　馬場　孝則
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Edi tor 's Note

皆様にはお元気でご活躍のことと思います。さて、新型コロナウイルスの世界的な拡大には驚くばかりです。会報22号の編集
に取りかかった１月には予想もしなかった会合の見合わせ、そして同窓会総会も中止に。会報記事の取りまとめも編集作業も電
話やメールでの打合せとなりました。そんな中、記事をお寄せいただきました同窓会員、世羅高の皆様、ありがとうございました。
早くウイルス禍が終息することを願いつつ、母校世羅高のますますの発展と会員の皆様のご健勝を心からお祈り申しあげます。

広報委員会

I n f o r m a t i o nお 知 ら せ

令和２年度同窓会総会の中止について

「同窓会賛助金」のお礼とご協力のお願い

小野高速印刷（株）同窓会支援事業部
　　　 〒670-0933　兵庫県姫路市平野町62
フォームメール：
　　　　https://www.ohp.co.jp/ido_form
メール：meibo@dousou. info
TEL：079-281-8837　FAX：079-281-8839

同窓会ではホーム
ページも開設してお
ります。
各活動の報告、陸

上部の速報、懐かし
の写真などもご覧い
ただくことができま
す。
あわせてぜひご覧
ください。

https://www.dousoukai.sera-h.nss55.net/

新型コロナウイルス撲滅標語

新型コロナウイルスの撲滅を願い、ウイルスから身を守り、賢く理性的に

　新型コロナウイルス感染拡大状況等が不透明であり、多くの同窓会員が一堂に会して開催することは困難と判断し、7

月に開催予定の令和２年度同窓会総会については、中止と決定しました。同窓会の活性化と親睦を

深めるため今年度も活動してまいりたいと思います。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

疫病と闘いましょう

昨年度より同窓会報は、小野高速印刷㈱に委託して会
報の発行と全国会員へ発送が可能になりました。その反
面、会報発行数が倍増し、個人への発送にも大きな経費
がかかることになりました。そこで、「同窓会賛助金」制
度を導入させていただいた次第です。ご報告のとおり、
2019年度、全国の多くの会員の皆様から多額のご寄付を

頂戴いたしました。皆様の賛助
金のおかげで、今年度も会報の
発行と会員個人宛に発送ができ
ました。皆様のご支援とご協力
に厚くお礼申し上げます。

今年度も会報と併せて、「同窓会賛助金」振込用紙を
同封しました。皆様のご理解とご協力を引き続きよろ
しくお願いいたします。

	入金総額：	 2,206,000円	
	手 数 料：	 189,727円	
	差 引 額：	 2,016,273円	

	総数：822名	

2019年度「同窓会賛助金」報告

同窓会では、会員皆様方の住所管理をISO、プライバシーマー
クを取得している小野高速印刷㈱に委託しております。この度、
住所異動のご連絡を確実に、素早く、事務作業の負担減の為に、
小野高速印刷㈱内にご連絡いただくこととなりました。住所異
動をされた方は、下記方法にてご連絡くださいますようご協力
お願いいたします。

住所異動のご連絡にご協力ください！ ホームページのご案内


