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国公立大学に132名が見事合格!!

2015年大学人試

合格状況

ノーサイドの先に､花園を見たi旧友再会､エバーク)‑ンな年次会
躍進する名高ラグビー部
多彩な分野で頭角を現す､我らが牙韓

活躍する同窓生
2015年度名古屋学院主題聖句
｢主よ､あなたの道をわたしに示し､あなたに従う道を教えてください｡｣詩編第25第4節

ございます｡衷心よ‑御礼申し上げます｡
一昔前には夢の出来事としていたことが現実

化しております｡リニア新幹線の具体化､燃料
かしながら変らない姿もあ‑ます｡

電池自動車の時代も目の前に来てお‑ます｡し
母校のチャペルもその一つであ‑ます｡また同

母校の現況は有名進学校として､スポーツ校
す｡ますますその姿が微笑まし‑思います｡

として､文化校としての地位を確立してお‑ま

長‑同窓会会長を続けさせて頂いてお‑ま
て支えていただいていることを実感します｡

すが､各界･各世代にわたる同窓生の活躍によっ

夢見る敬愛同窓会の皆様にありましては｢敬

多‑の不安を持つ昨今ですが､明るい未来を

であることもいつまでも変わらぬ姿であります｡

神愛人｣を胸に秘め紳士的で友好的な思いを

窓生の皆様が母校にプライドを持ち｢お人よし｣

第一校歌で歌われる｢久遠のすがだ｣そのもので

ますよう､会員の皆さま方のなお一層の御理解

同窓会の輝かし‑さらなる発展運営ができ

忘れない同窓会であ‑たいと願ってお‑ます｡

そのスタンドの中にも紳士としてのすがたがあっ

上げます｡

と御支援･御協力を賜‑ますようお願い申し

ます様お願い申し上げます｡
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18:45頃から

あります｡

花々が咲き誇‑若葉の鮮やかな季節を迎え
を見受けました｡(個人的には甲子園をかけた

たと聞き､私が親しんだ第一校歌そのものの姿

ラグビー部の諸君が花園をかけた戦いの中に､
ました｡同窓生の皆様にはますますご清祥のこ
戦いを待ち望んでおります｡)

そして､ひとたびその喜びを知ったら､自分が

年齢も､性別も､学歴も関係あ‑ません｡

ひろがる事が､どんな人にもあ‑ます｡それは

意外な人との出会いで､自分の可能性が一気に

思いもよらない意外な分野で､意外なときに､

ととお慶び申し上げます｡また､平素は同窓会
活動に､ご理解とご支援を賜‑誠にあ‑がとう

敬愛同窓会の皆様には､平素よ‑母校に御高
配を賜り'厚‑御礼申し上げます｡

夢を持ってチャレンジし続ける姿勢を教職員
あた‑､そして､大きな夢と目標を持って名古

きるのです｡生徒たちにも､教職員たちにも､そ

想像していた以上に豊かな人生を送ることがで

たち自らが身をもって示し､熱意を持って教育に

屋学院中学校･高等学校に入学してきた学生

んな経験をぜひして欲しいものです｡

ています｡

主なる神に従う道を生きることができます｡
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その実現に向けて日々挑戦､邁進していく姿

4節の｢主よ､あなたの道をわたしに示し､あな

創設者のクライン先生は､本校設立の際に大
きな試練を受けました｡｢聖書｣の授業を科目

潤

たちの目標達成のために全力を尽‑す｡

切なことは'自分の道ではな‑'｢主よ､あなたの

たに従う道を教えてください｡｣です｡ここで大

です｡しかしクライン先生は､聖書なしに真の人

から外さなければ認可させないと言われたから

で週一回､約40分のチャペル礼拝を守っています｡

橋

今後とも､母校名古屋学院に､御支援を賜り

道｣です｡自分を押し通す道ではな‑､｢あなた

名古屋高等学校は､2月に高三13クラス504名

言葉を聴き､神へ祈りをささげ､教員のお話を聞

生徒は讃美歌を歌い神を賛美し､聖書を開き御

高
長

勢を学生たちに見せることが大切だと私は思っ

に従う道｣です｡｢道｣とは生き方のことです｡

た｡神に祈りに祈って､あらゆる手立てを尽‑し､

間教育はできないと確信し､妥協しませんでし

従う道を教えて‑ださい｡｣この祈‑によって本

漸‑認可を得ることができました｡｢あなたに

です｡

私たちは道に迷う時があ‑ます｡どちらに進

それを教えて‑ださいと願い､求め､祈っているの

めばよいのか､生き方が問われる時があります｡

人｣の道を知るチャンスの時でもあるのです｡

校が誕生したといっても過言ではありません｡
道に迷った時こそ､実は､神に従う道'｢敬神愛

その時はむやみに進まず､もう一度出発地点に
立ち帰る勇気を持つことです｡私たちの出発地
敬い､人を愛する生き方です｡ここに立ち帰‑､

点は､本校の建学の精神｢敬神愛人｣です｡神を

が卒業式を迎えました｡高等学校の規模は各学

きます｡この礼拝を通して神に赦され愛されてい

ここから始める時へ私たちは自分の道ではな‑､

3年コース6クラス合計12クラス(‑クラス約40

ることを土台とした自尊心を養い､失敗や挫折

年､名中からの6年コース6クラスと高校からの

名)を基準としていますが､入試結果によって各

2014年度卒業生の大学進学状況について､

から立ち上がる力を養います｡
中学校は､各学年6クラス18クラスを基準として

学年Ⅱクラスから13クラスまで違いがあります｡

難関私立大学合格数が約4‑0から6‑0へ飛躍的に
伸びました｡学習とクラブ活動を両立させ､心身

昨年は国公立大学の合格数は横ばいでしたが､
00才定年退職者はありません｡2014年度は､

かって前進してほしいと願っています｡ご支援よ

を鍛えることによって､一人一人が自分の夢に向

約1‑0名が勤務しています｡2014年度未での

へ､中学教頭が水上康重(英語)から森田祐二(英

高校教頭が水野久(体育)から加藤与仁(数学)

います｡全校生徒数は約2150名､教職員は

2015年度'名古屋学院は創立聯年を迎

ろし‑お願いします｡

枝

)/

えます｡｢敬神愛人｣を建学の精神に､キリスト

請)へ異動し､中高とも新教頭での一年でした｡

光

十∴∴

教教育を柱として男子校として進むことは変わ

高校生は､各学年週に一回､中学校は全学年

林

.∴∵ ∴∴

‑ませんが､学内は日々変化の連続です｡
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20‑5年度大学入試

[3月25日判明分]

現役生･既卒生共に健闘

︻国公立大︼
東京大1 ､京都大2､北海道大2､東北大1 ､

名古屋大日､大阪大4､名工大7､名市大7､

愛教大6､岐阜大7､三重大4など

︻難関私大︼

だろうかと考えさせられることがしばしばある｡グ

革が行われる時､必ずと言っていいほど｢入学試験で

ローバル化が進もうが進むまいが｢考える力｣や｢論

名である｡そして医学部医学科には､昨年に引き続

集計が進むにつれて､さらに合格者が増えるものと

名古屋市立大学一名､弘前大学一名､山形大学一
名､奈良県立大学一名をはじめ合計で一五名の合格
者が出た｡さらに歯学部には一三名､薬学部には四
二名､獣医学部には七名の合格者が出ている｡今後

力｣は絶対必要であるし'かつてどんな時代でも必要

理的に議論を進める力｣や｢物事を多面的に捉える

こうやって考えると､求められる学力とは､確かに

ることにこしたことはないであろう｡

当に必要な学力が'そんなにコロコロ変わるものなの

が問題にされる｡一体､私たちが生きてい‑中で本

‑考える力を｣とか｢そもそも学力とは何か｣とか

予想される｡ここ数年国公立大学の合格者数､難関

とされた｡だからと言って知識が不必要をわけでは

問われるべき学力とは何か｣とか｢知識偏重ではな

大学の合格者数ともに安定した数が出ているが､偏

き現役で名古屋大学に一名が合格を果たし'さらに

と､国公立大学では､東京大学一名､京都大学二名､
北海道大学二名､東北大学一名､名古屋大学一一

に第一志望を簡単には諦めない生徒たちの頑張り
の習得で終わっているからであって､知識が豊富であ

ない｡知識偏重が批判されるのは､中途半端な知識

二〇一五年度大学入試の結果が続々と届いてい

名､大阪大学四名が旧帝大の合格者で､その他地元
では名古屋工業大学七名､名古屋市立大学七名､愛
信している｡

とそれを支える教員団のサポートの賜物であると確

ところで今年度の大学入試は新課程入試の最初

る｡三月二五日時点で判明している分だけ報告する

の合格者が出てお‑'合計で一三二名が見事に国公

知教育大学六名､岐阜大学七名､三重大学四名など
立大学の合格を果たした｡そのうち､現役の合格者
時代の変化によって多少の違いはあるものの､その本

の年であった｡かつて一九九七年のセンター試験の数

学Bでは､旧課程の平均点の方が新課積の平均点よ
教員は'時代の変化によって求められる学力と､普遍

質は普遍なのではないだろうか｡だからこそ私たち

が一〇三名で､昨年の一一三名に引き続き､多‑の
りも二〇点下回ったというデータもあり､果たして今

合格者が出た｡
私立大学に目を移すと､地元の南山大学には九五

しくお願いいたします｡

のご支援とご協力を､今後一層賜‑ますようへよろ

一人でも多‑育てていきたいと思っている｡そのため

4I
4J

優 勝

︻テニス部︼

中学

3C

全国中学生テニス選手権
第3位

(メンバー)

団体戦

今村

中尾優作､

自転車競技 出場
6A 今西拓郎､6F

︻自転車競技部︼
第88回全国高等学校総合体育大会

ター試験｣に代わって実施される｢大学入学希望者

200m平泳ぎ･400m個人メドレー
出 場 6A 佐藤悠太

大窪広海､4‑ 中村悠人､
川島 執､4C 久保田晃世､

50m自由形

5‑宮田嵐帆

6F

俳句部門

阪口貴仁

第29回全国高等学校文芸コンクール

俳句部門

第一席
柴田

健

優良賞 6L 安藤 翔
入選
5I 長谷川漂太郎
愛知高文運文芸コンクール
5A

6C

佳作
森

佑介

小林一茶百八十人回忌全国俳句大会
高校生･大学生部門

紗聞橋鰻鯵
母校の前身の名古屋英和学

足跡は当時の学生たちに大き

た｡短期間であったが､内村の

した後､英和学校で教鞭をとっ

鑑三は第一高等学校を辞職

石は無名の存在であった｡内村

ろ英国に留学していた夏目漱

る)として名を成した｡そのこ

秦(最近は評価が高まってい

がいる｡彼は英国で画家･随筆

校第1回卒業生に牧野義雄

聞

団 体 戦

準優勝
︻囲碁将棋部︼
第34回東海地区高等学校囲碁選手権

︻ラグビー部︼
第94回全国高等学校ラグビー大会愛知県大会

4C 吉川海渡､4F 沖本東樹
※この結果よ‑滋年連続27回目の選
抜大会へ出場決定

出場

校の選手がバッ

那波俊平､

ベスト16

藤田淳之介､

第18回図書館を使った調べる学習コンクール
奨励賞
3E
北口直敬

愛知県大会
優勝
︻文学部︼

3C 中尾優作､3D 上松悠真
︻ラグビー部︼
第25回愛知県中学生ラグビー大会

ダブルス

杉浦紘平'

上松悠真へ 3D 松本遠大､
岡本賢人､3E 浜本 高'

試合当日'
クスタンドの本

6L

3D
3C

素晴らしかっ

校応援席へ挨拶に来た際に､本校生徒からの

(メンバー)

水野友貴､3A

出場 5 H 平 沼 晃 多
100m自由形
出場
5 ‑ 宮田嵐帆
400mリレー 第2位
5 I 宮 田 嵐 帆 ､ 5 H 平沼晃多へ
6 B 林 凌 太 郎 ､ 6 M 濱野天暢
予選敗退
400mメドレーリレー
6 A 佐 藤 悠 太 ､ 6 M 濱野天陽､
3F
牧村拓燈

橘

たことがあり

相手校へのエール､相手校応援とのエール交換を

な影響を与えた｡小川熊蔵は

最近'教会学校で紙芝居の

渡米し伝道者に道を拓いた｡

｢ろうそ‑物語｣をみた｡小さ

正盛､IB

2C

鬼頭孝明
IA

青木滋音､

稲垣晃隆､

第5位

宮田嵐帆､5I

第17回俳句甲子園全国大会出場

︻文学部︼

5I

第8回日本ユース陸上競技選手権
5‑

4×100mリレー
(メンバー﹀

小川太郎､5‑
堀場 廉

第3位

ます｡それは､

聞いたとき､改めてノーサイドの精神を教えて

酒井来征､

折井勇太､

平成26年度全国選抜高校テニス大会

5‑
4‑
︻テニス部︼

団体戦

東海予選
5I

高橋寛斗､4K

(メンバー)

試合に駆けつ
けた本校生

本校の応援をして‑だきった方々の想いや､

5D

徒･教員､保護

本気で花園を目指していた選手達の夢は叶う

なろうそくが身を削りながら

明る‑大き‑照らす物語であ

る｡創立時より生徒たちはク

ラインや内村の教えを胸に人

後世に繋いできた｡権謀術数

生を拓いた｡学院の教員たち
は校訓｢敬神愛人｣を脈々と
を駆使して人を姥めるような

昭和39年卒の年次がチャペ

ことは校訓に背‑ことだ｡

ルでシンポジウムを企画｡昭和

29年卒の阿部繁弘氏はボール
ペン画と紀行文を現在も中日

新聞に連載中｡また新聞で戦
争体験を訴えつつ同窓会の運
身を削‑､火を灯しっづける｡

営に力を尽‑す方もいる｡

小さき者でも周囲を照らして
あろう｡

い‑｡その力が同窓会の根源で

個人戦

︻陸上競技部︼

啓

学力評価テスト(仮称)｣などの大幅な入試制度改

これからも私たちはへ必要な学力を具えた生徒を

的な学力とをしっかりと見極めて指導にあたること

教大工明治大g'青山学院大2 '立教大2 1､

佐久間一輝
佐藤悠太
津田拓也

るのであろうかと､様々な憶測が飛ぶ中でのセンター

回は現役生､浪人生のどちらに有利或いは不利にな

6A

が重要になって‑るのだと思う｡

中央大4 '法政大2 '東京理科大SJ南山大

6A
6A

200m個人メドレー･400m個人メドレー

出場

出場

Ioomバタフライ･200mバタフライ

50m自由形
林凌太郎
平沼晃多
宮田嵐帆
宮田嵐帆

林凌太郎

平沼晃多､

伊藤晃平

予選敗退

出場 6 B
出場 5 H
出場 5 I
100m自由形
出場 5 I
200m個人メドレー
出場 4K

予選敗退

宮田嵐帆､5H
濱野天陽､6B

400mリレー
5I
6M

800mリレー
6 M 濱 野 天 陽 ､ 5 ‑ 佐藤正都､
5 K 三 輪 亮 介 ､ 4 ‑ 早瀬勝己
予選敗退
400mメドレーリレー
6 A 津 田 拓 也 ､ 5 I 宮田嵐帆､
洗太
51 山田修間､4L 芝
第排回全国IOCジュニアオリンピックカップ

夏季水泳競技大会

試験とな‑､本格的に大学入試がスタートしたので
度の変化や､二〇二〇年度から予定されている､｢セン

あった｡今回のような教育課程の変更による入試制

95､同志社大63､立命館大仰､
関西学院大00､関西大1 8など
理科大学四一一名､同志社大学六三名'立命館大学一

︻
医
学
部
︼
大‑など

小瀧太一

司

200m平泳ぎ
出場

名古屋大1 ､名市大1 ､弘前大1 ､奈良県立

生 活 指 導 部 長 宮尾英俊

部活動報告

︻ゴルフ部︼

佐藤大希､

杉原瑠星､

第35回全国高等学校ゴルフ選手権･中部地区予選

第7位
久保海斗､4F
脇田英稔

(メンバー)6A

団体戦
5F
4G

︻剣道部︼

6M

2014年度東海高等学校総合体育大会
個人戦 1回戦敗退

︻水泳部︼
(水球ブロック)

水球の部 優勝(32年連続)

愛知県高等学校総合体育大会水泳競技大会
(競泳ブロック)

鈴木

(を共有して
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2014年日月1 5日㈲瑞穂公園ラグビー
しいものでした｡

歌った素晴ら

出場

ーフットボール大会愛知県大会決勝が行われ

場で平成26年度第94回全国高等学校ラグビ

一員であるこ

名古屋学院の
とを非常に幸

名古屋1 0(前半3‑1 2)3 1春日丘

ました｡結果は､

残念ながら､全国大会出場は逃してしま
うことを実感

せであるとい

まで全力で｢男らし‑強‑｣戦うことができ
しました｡

いましたが'選手達は全てを出し切り､最後
たと思います｡また､相手チームの全力プレー'

者､oBによ

ことはありませんでした｡本当に残念に思いま
して神様のお守りの中､私たちはⅡ月15日とい

も思えま

ラグビー部部長

立石陽一

て昨年に同じ

す｡ただ一方で､あの日の声援､応援､友情､そ

もらいました｡

る大応援です｡

また､相手
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う素晴らしい一日を共有することができたと

35年前､そし
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‑決勝戦で夢
ました｡卒業生の保護者の皆さん

破れたラグビー部oB諸氏が駆けつけて‑礼

気迫も見事でした｡
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〇〇名､関西学院大学三〇名､関西大学一八名が合
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こにあり｣という強烈なインパクトと

作‑物ではない本物の感動を与え
試合終了後､バックスタンド･メイ

のに十分なものでした｡
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昭和四十七年率還暦同窓会開催

さと楽しさ一杯で､あっと言う間の二時間半､最

後に全員で校歌を歌い､副幹事長若松君の｢今
回参加できなかった

学友も含めて次回
さい｣との呼びかけ

もぜひ参加して下

皆還暦を迎えた百一一名の仲間が､平成二十六
開催｡生演奏に導かれて会場に入った懐かしい顔､

の承認で閉会となっ

と新評議員溝口君

年十一月二十二日ホテル･ルブラ玉山にて同窓会を

顔､顔｡司会黒川君の開会に始ま‑､幹事長岡田

た｡

君の挨拶､七名の参加恩師のご紹介､大野多喜二

学院の近況を報告､同窓会事務局長大島君の乾

先生のお言葉に続き同窓教諭水野君が名古屋

していただいた全幹

今回楽しい時間
を作るために努力

卒業以来会うことのなかった友も沢山いて､ど

杯音頭で宴会が始まった｡

昭和引年度高校2年‑組
(円鏡組)クラス会(醒和艶年卒)

(幹事長･岡田徳之)

昭和4 8 年 卒 年 次 同 窓 会 開 催
定例となりまし

事十九名に感謝｡

還暦の年でもあったのですが､出席は前回と同
た5月,日月の年2

のテーブルも四十数年前にタイムスリップ､高校

様約50名でした｡お亡くなりになられた､恩師､

務局長にお話しいただき､尾碕理事の映像に歓
声とため息｡

懇親会は永井先生の乾杯ではじま‑､一挙に

先生を含め49名の

担任だった鬼塚

しています｡

んにも助けて頂き､

クラスメイトの内､

成27年5月に計画

昔のあだ名で呼び
今までに15名が参

高校生に戻‑ました｡当日はコンパニオンのお嬢さ

の､3時間でした｡

あいアットいう間

この記事をご覧のクラスメイトの皆様､是非ご連

加されました｡

月の第4土曜日に
一緒に学び､遊んだ近隣のクラスの方も歓迎致
します｡

組クラス会幹事)

●連絡先/三島育人(昭和51年度高校2年‑

(三島育人･記)

i喜ishiBa⑤sint0.8.jp

090‑3442‑9082
Eメール

クラブ同窓会だより

うになり'実行委員により準備されたぜんざいを

定してお‑ます｡多‑のOBの出席をお待ちし

二〇一五年､OB会の開催は六月二〇日を予

皆でおいし‑いただ‑ことができました｡

務藤松次郎先生の奥様にもご出席いただき､長
ご不明な点がございましたら､水野までご連絡

ております｡

ください｡

●連絡先/水野輝志(敬愛会事務局)

於⁚北京料理百楽

柔

(水野輝志･平成10年牢 記)

携帯電話090‑4154‑8415

9月6日

尚､当日の模様はFacOb8k(｢名古屋学院

点(OB会開催の連絡がない､等)がございました

道 oB｣で検索)でご覧下さい｡その他ご不明な

(水野隆史･昭和飢年卒

携帯電話090‑4231‑4070

記)

●連絡先/水野隆史(柔道部OB会事務局)

いたします｡

ら､事務局･水野隆史まで連絡をよろし‑お願い

OB会を開催いたしました｡当日は森先生､佐久

毎年恒例となっております､名車･名高柔道部

名中･名高柔道部OB会

されました｡小さなお子様も多‑参加されるよ

開催され､oBとそのご家族が楽し‑初泳ぎを

を図ることを目的とし､今年も元日に初泳ぎが

また､会員とそのご家族及び諸関係者の親睦

した｡

な雰囲気で総会･懇親会を終えることができま

瀬副会長の乾杯の音頭で懇親会に入‑､和やか

今年度の総会には､塚本先生､舟橋先生､政

親会ならびに初泳ぎを開催いたしました｡

毎年恒例となっております敬愛会の総会･懇

名古屋学院水泳部OB︻敬愛会︼二8請筆箱一.a,:軸ス曹鶉旧講習〟

(大野蔵彦･記)

した｡

絡下さいませ｡
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集まろうと決まり

次回は､来年9

r
り自
守

26年Ⅱ月に第7回
を行ない､次回は平

回のクラス会､平成

生活当時の話題や近況報告に笑顔と笑､懐かし

凵
∴∴

同級生への黙祷に始まり､学校の近況を大島事

∴∴

間先生､現顧問の加納先生をはじめOB､現役
部員をあわせ40名の参加をいただき､9月6目
第33回OB会総会に先立ち､名高柔道場にて

出､名駅｢北京料理百楽｣にて行いました｡

現役部員との合同練習が行われ､多‑のOBが
久しぶ‑の道藷の感触を楽しみました｡総会で
は､役員の交代が行われ､新会長には､OB会設
立に尽力され､長い間事務局長を務めていただい

た大野光弘氏(昭和47年卒)が就任することが
決まりました｡

新会長以下執行部は､OB会の理念である
｢現役部員への援助､協力｣を継続してまい‑ま

たします｡

す｡多‑のOBの皆様の参加とご協力をお願いい

昭和50年卒有志同窓会開催
2014年7月19日曲に､名古屋学院高等
学校1985年卒業(昭和00年卒)の､D･E組

同窓会を有志で実施致しました｡卒業後00年
の節目の年､さらには卒業後の初の同窓会とな
りましたが約20人の出席をいただき､懐かしい
貴重な場にな‑ました｡

恩師･同窓生との再会に､積もる話も尽きない
00年という長い時を超えての再会となりまし

たが､二次会三一次会へとなだれ込む予想以上の
さを感じ､また､生き生きとした本当に楽しそ

盛り上がりとな‑､改めて同級生の団結力の強
うな姿を見て､いつになっても昔のように何の気

兼ねも無‑付き合える同窓生の存在の大きさ､

今回の同窓会は､有志幹事による企画での開

そして大切さを改めて感じさせられました｡

らないほどの熱意とパワーを持った頼もしいメン

催とな‑ましたが､代表幹事(私)とは比較にな

者の皆さんが大いに応えて‑れました｡幾つかの

バーにより綿密な企画ができ､その企画に出席
プログラムが実施できなかったり､開催上の不手

の皆さんの気持ちが一つになり､大成功の同窓

際等もあったかと思いますが､企画側と出席者
会となったのではない

(全ての皆さんに､感

かと考えております
謝‑感謝‑です)｡企
画側としましては､こ

引き継がれるひとつの

の結果が次の機会に

れば幸いです｡

きっかけになってくれ

(代表幹事･田中匠)

昭和33年率年次会
1 0月1 2日㈲開催

軟式野球部OB会
一昨年よ‑軟弐野
球部に昭和47年152

年に在籍された方々
います｡本年は9月

のOB会を開催して

頃の開催を予定して
当時をゆっくりと

います｡

いますので､多くの

語り合いたいと思って

oBの方のご参加を
尚､お問い合わせは､伊藤信英(昭和51年卒)

お待ちしております｡

までお願い致します｡

携帯電話090･9263‑3745

●連絡先/伊藤信実
(大塚洋右･昭和50年牢 記)

℡ 03(3275)8520

53号室

h撫p://www.washin虞onhoteLcO.jp

TEL(052)961‑3111

剛(昭55年卒)

神戸
取締役社長

̲､∴∴

r 念回漕.会
畿撥二三解離尊 β召湖47 劔劔 ｲ 揺

剔嚼ｽ壷轟
∴ 劍

X

∴i ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ･｢イー ∴
i殻/ー

9

10

東京都千代田区内神田二丁目1 1番6号

●営業時間/AMIO : 00‑PM7 : 00

共同ビル5F
〒460‑0003名古屋市中医錦3‑23‑3

℡ 052(262)7071 (代)

名苫屋市中区大須349‑1 (赤門通り)

東京事務所

TEL(052)241‑1814
FAX(052)263‑0365

社:名古屋市中区栄五丁目24番33号
本

名古屋国旗痛手ル
雫460‑001 1

圏 フルエング株式会社
栄駅8番出口 ゝ

宏一郎(昭和61年卒)
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笑顔でお手伝い

最高の品質とサービスを提供する
/三業,i議 お招きして 招かれて なにかと 便利な都､

大須
ご用命は家具の街

▲楽しい還暦の高校生です｡

株式会社 栗本鉄工所 川崎重工業株式会社

宇部興産機械株式会社 日本電炉株式会社

代理店

活躍する同窓生
名古屋中学のころ
高岡清さん(昭和42年卒)

同窓生が全国で'各界で､ご活躍されています｡
の道程を歩まれています｡

アナウンス職から警視庁記者へ

そして番組制作へ

平成1

2年慶応大学理工学部卒､フジテレビ入社)

川原清輝(旧姓岡田)さん(平成8年名古屋高校卒､

みなさん初めまして‑･

96年度(平成8年)に高

お客様のお好みに合わせて毎日のように掛物を替

また､それだけでな‑､お節旬や祝儀､不祝儀'

′Xくく瀬戸市に生まれ名古屋

徒として瀬戸永泉教会に通い信徒とな‑､キリス

が､｢迷っているなら､理系なら教科を選べば文系も

考えていた僕は､商学部に進もうと思っていました

学生当時､｢人と人とが繋がる仕事をしたい｣と

受けられる｣という先生のススメもあり理系へ｡結

することに｡0時間目‑8時間目､という遠慮のな

果､大学受験では､理系･文系合わせて12校も受験

を進めることが大切です｡また､自分の成長の為だ

技術よりも信用･信頼とチームワークでビジネス

はどうしたらいいか､という学問でしたが､これがチ

ザイン工学｣､最少エネルギーで最大効果を出すに

フリップや説明画面のデザインも'見やすくするこ

ーム活動に生かせること多数‑さらに､番組で出す
とに生きています｡理系に行って正解でした‑i

障がい者を笑ってはいけません､これが日本で受

﹃車イス芸人が普通にテレビに出る時代に﹄

れています(笑)｡嬉しい事に笑われています｡私は､

ける教育だと思います｡しかし､私は舞台で笑わ

笑って下さい‑なんて強制はできません｡楽しんで

障がい者だって感動だけではない‑だからボケたら

多様性が求められる社会になってきた日本にお

いる姿を観て頂ければ満足です‑
いて､オネエタレント､ハーフ芸人が活躍するように､

車イス芸人が普通にテレビに出てバラエティ番組で
を思い描いています｡そして次世代の子どもたちに､

他の共演者と楽し‑盛‑上げる｡そのような未来

｢俺の彼女､車イスなんよ‑･見たい‑｣｢え〜めっち

その絵が当たり前になって欲しいと思っています｡
ゃ可愛いし､オシャレな車イス乗ってるじゃんー･羨ま

しいわ〜｣このような会話が普通に出来るように

ょうか‑

なった時､陸がい者差別が無‑なるのではないでし

生まれつきの障がいでしたが､事イスに乗り始め

﹃育ててくれた名古屋高校﹄
たのは高校卒業後です｡高校時代は､足を引きず
がいを重荷に感じてお‑ました｡しかし､嬉しかっ

りながら歩いて通っていました｡当時は､自分の障
たのは同級生､先生方が私を陣がい者だからといっ
クラスに､太っていて早弁をして怒られる生徒､サッ

て特別扱いをせずに接して‑れた事です｡40人の

なクラスメイトの中の一人が､足が悪‑て少し内

カーは上手いが勉強が苦手な生徒など個性豊か
気な生徒な私だった｡名古屋高校で過ごした3年
ました｡とはいえ､当時はまだ悩む事が多‑､なか

間のお陰で､陣がいを個性だと思えるようになり

なか笑いにまでは変えられませんでした｡もし今､

あるというon‑y

onのな武器を纏い､笑いに変えたい

高校時代に時間を戻せるのであれば､障がい者で
です｡しかし､過去には戻れません｡これからの未

∴
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今回掲載する方々も､個性を活かしながら人生

お料理や食器はもちろんですが､お座敷の室礼

しについてのお話をさせて頂きたいと存じます｡

には特別に気を使います｡主に､床の間の飾りのこ

と言います｡現在は､フ

ジテレビ朝の情報番組

校を卒業しました川原

[春 懐紙､夏は短冊､秋に消息､冬には一行]
｢と‑ダネILで､曜日の

とですがへ私どもでは月々に掛物を替える時によ

春には和歌を書いた懐紙の掛物を､夏には洒落た
放送責任者をしています｡ここまで色々あ‑まし

‑こんなことを言います｡

短冊のような軽々とした物を､秋にはいにしえの人

ものばか‑‑今日はちょっとスペースを頂きまして､

たが‑どれも名学での中高6年抜きには語れない

1948年生まれ

ので格調高いものが似合うという意味の言葉です｡

を偲ぶ手紙で詫びた風情を､そして冬には一行も

と言えば団塊の世代｡

中学に入学｡キリスト

義雄陶磁器産業で賑やかな

教主義学校の忠実な生
ト教伝道者の道を志し東京神学大学に入学した｡
えてお‑ます｡掛物の前には花入れを取り合わせ

紹介させて頂きます｡

時代は70年安保と学生運動の真っ只中｡いったん
ます｡これもまた色々で信楽や備前のような国焼

少々センスが必要です｡

物や竹や籠製の物など様々で､取‑合わせるには

き※のもの､青磁や赤絵のような唐物､他に外国の

神学校を中退し名古屋大学大学院哲学科で牧
師への道を虎視睨々｡50歳にして漸‑実現｡現在
出身の瀬戸永泉教会で伝道中｡ここには恩師横江

その中で､合格できた慶応大学理工学部に進み

い授業スケジュールが懐かしい‑｡

馬にハマ‑､ますます興味は理系と反対側へ‑｡就

ましたが､世界の学生との交流や新し‑始めた乗

その日のお客様に合った掛物を掛けて'花入れ

ジテレビ･アナウンス職に｡

職は｢君はどこが理系なんだ‑｣と言われながらフ

注文します｡

に大変で､お座敷に合う茶花などは特別な花屋に

そしてお花を生けるのですが､このお花がさら

功先生がおられ､今でも文語訳聖書を紐解いて‑

ださる｡停学や五分刈り処分を受けた生徒には
懐かしい｡

ともか‑キリスト教が熱かっだ｡チャペル礼拝や

がいらっしゃる少し前にたっぷりと水を打ってみず

を取り合わせ､花を生ける｡そして最後にお客様

放送礼拝では聖書を語る教師が牧師そこのけ話
をして生徒も純に耳を傾けていた｡といって決して

番組などを担当しましたが､自分で制作をしたい

仕事は面白‑､夕方ニュースのリポーターや早朝

日常を少し離れて､料亭にいらしだ時にはお料
させてもらいました｡その後は報道局でニュース制
作や警視庁記者を担当､その後情報制作局に移‑､

興味が抑えられず､入社5年目で制作現場に異動

※瀬戸窯以外で焼かれた日本製茶陶の総称｡江戸時代には茶

し､今は曜日担当です｡実はここに来て理系だった

今｢と‑ダネー･｣にいます｡去年ディレクターを卒業

理だけではな‑是非この室礼もお楽しみいただけ

人の間で瀬戸を本窯としたため､他の蕪をすべてこう呼んだ｡京

運動不足の日々も､たまにバスケで解消しています

がほとんどだと思います｡｢吉本初の車イス芸人｣

ことが生きていまして‑大学で学んだ｢システムデ

焼だけは別格とすることもある｡

ればと存じます｡

みずし‑仕上げます｡

堅物ではな‑ほぼ全員が不揃いの林檎のごと‑個
性的教師｡そして生徒に近い‑･そこは自由にた‑

まし‑正攻法で生きる人生を教える砦だった｡

(日本キリスト教団瀬戸永泉教会牧師)

しっらえ

おもてなしの室礼
昭和50年立正大学卒)

柴山京平さん(昭和52年名古屋学院高校卒､

私は名古屋学院高校卒業後'大学と就職で数

年を東京で過ごし､現在は名古屋で家業の料亭

が､これも高校時代に放課の時だけやっていたバスケ
に行動するということの根幹には学生時代､特に名

けでな‑､お客様､産業､経済社会の成長･発展の為

そこで同窓生の皆様に少しでも料亭のおもてな

｢志ら玉｣という店を継いで居ります｡

これからも名学で学んだことを生かして､社会へ

会がありました｡各分野で活躍をしている友人か

日本にいるときは年に一度､同級生と集まる機

れません(在学中はあま‑感じませんでしたが‑)｡

たそこには敬神愛人の精神も根付いていたのかもし

行動に大きな影響を与えていると感じています｡ま

古屋学院での6年間の経験､反省が今の考え方や

の名残です｡学校の庭にリングがあったことに感謝‑･

貢献出来るよう頑張ります｡

卒業後は根づく敬神愛人
‑二義東京UFJ銀行･米国シカゴ駐在
平成1 4年名古屋市立大学経済学部卒)

伊藤洋平さん(平成1 0年名古屋学院高校卒､

が原点なのだと感じます｡これからも皆と笑って話

らない呼び方で､思い出話等々をすると､やは‑ここ

ら大変いい刺激を受ける一方､今でも当時と変わ

年)に名古屋学院中学に入
ができるよう､また卒業生として恥じることのない

私は平成4年(1992

学し､平成m年(1998
よう､日々を送っていきたいと思います｡

ゆうすけ

寺田湧将さん(平成2
年名古屋高校卒､
平成25年関西学院大学卒)

を伝えたいと思います｡

名古屋学院という学校にこの場を借りて感謝の意

最後に名古屋学院の友人､先生方､両親､そして

年)に高校を卒業､現在は

三菱東京UFI銀行で勤
務し､平成24年(2012
年)よりアメリカのシカゴに駐在をしています｡

同窓会誌に寄稿させていただ‑機会を頂戴し､

﹃はじめに﹄

これが私の簡単なキャッチコピーです｡私は､生まれ

し‑面白い人生にしていきたいです‑

来に起こることを､たくさん笑いに変えて､よ‑莱

最後にお世話になった先生方､読んで頂いた皆
わか‑ませんが､自分に出来る事を日々滞一杯や

様へ｡まだ駆け出しで今後売れるか売れないかは

願い致します｡

っていきたいと思います｡今後とも応援宜し‑お

岐阜県高山市西之一色町3‑ 1 1 35
ピュア高山店

名古屋市守山区森孝東1 ‑509
藤ケ丘店

TEL(0577)35‑2201 (代)
TEL(052)773‑1 51 5(代)

匂摺＼綴i//縫絶縁諒で＼M.,,,,
eーii'

o#.loco
詳しくぱhttp://www,ookuraya,jp
Q̲D

誇りに思う半面､中高の学生生活を思い返すもの
の､友人､先生'両親に迷惑をかけ放しで､とても褒
められたものではなかったと思います｡

ただ､今の私を形成したのは名古屋学院での6
年間であることは間違いありません｡電車で通学
かったが仲間とともに頑張った部活'オーストラリア

し､友人と初めて出会った中学1年の春､強‑はな

へのホームスティ､愛校祭を変えるために仲間で活
動した生徒会､下手ながらもバンドをやった愛校祭､

友人とのケンカ､大学受験等々｡その場面､場面で'
近‑にいた友人'相談に乗って‑れた先生方､様々
をサポートをしてくれた両親'後悔も多‑め‑な

がら､‑つ‑つの出来事や周りの人達から学び､勇

銀行では直接経営者と仕事を進める中小企業

つきの脳性マヒという障がいがあり､車イスに乗って

車イス芸人､何それ‑聞いた事ないぞ｡と思う方

担当､大きな組織を相手に仕事を進める大企業担

います｡名古屋高校を卒業後､関西学院大学に進
学､在学中に車イスに乗って一人で1年間の英国

した｡銀行はあ‑までも裏方｡一企業や産業､ひい

ては社会の成長発展を目指す経営者､企業の夢を

る中､まさか芸人になるという道を選択してしま
うとは‑でも今､面白い人生歩めています‑私が､

留学を経験し､さあ就職活動だー･と周囲が考え

吉本初の車イス芸人､寺田湧将です‑･

融の影響力は非常に大き‑､我々のサポートがお客
様の事業を動かし､プロジェクトの成功の鍵とな‑､

金融面からサポートするのか使命です｡一方､金

また経済社会へ影響を与えることもあ‑ます｡

犬山店

お問合せ先TEL:(052)528‑5502

TEL(0568)76‑5770(代)
TEL(0568)621 151(代)

小牧市郷中一丁目‑263
小牧店

認聞.iEII図師用::出面.ii:

犬山市犬山字南古券166‑14

名古屋市中I i i区尾頭橋三丁目4‑ 1 9
尾頭橋店

春日井店

春日井市瑞穂通5‑33

TEL(052)331 ‑2101(代)
TEL(0568)81 ‑6151(代)

∴1●l●∴∴

栄店名古屋市中区錦3‑14‑15オークラビル3F西店名古屋市西区上名古屋4‑18‑23

∴
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代表取締役/川島清三(昭和58年卒)

創業1919年､学校指定制服専門店

石料理｢志ら玉｣社長｡日

(堰‑ ∴∴∵∴: 刳級L器器∴霊霞粛一一∴二二で｢ 剪

:,Ya̲eÀ高ari縫∋＼/

高窓肇凋

2私と豊万一あいち

∴∴〟,寄:顔 r'‑‑rTi‑/‑/‑‑i/1ノ彩 劔SS■■置睡回田○∴

大蔵屋

センターの人気講師｡茶
道､華道に精進を深め､
特に茶花の分野ではた

マジックも得意とする｡大学卒
業後吉本興業に所属､東京で
芸人として第一歩を踏み出す｡
｢五体不満足｣の著者､乙武洋

囲

籍Cu.伽m触

本で唯一の｢室礼節｣ (し
っらえし)としてNHK文化

年の時には英国イートン校サマ
ースクールに参加するなど活躍｡

当､文化も商習慣も違う海外での業務と経験しま

気付けられることが多々あ‑ました｡

も硬式野球部に所属｡高校2

ll

12

いへん有名である｡
匡さんとも交流を深める｡

柴山京平さんは名古屋
市北区上飯田にある懐
在学中は足にハンディがあって

2014年度定時本部総会講演会要旨

して平成二十六年六月の敬愛同窓会におい

太平洋戦争の終戦から七十年を直前に
次々と来襲し､名苫屋城も焼失｡｢お城が

同窓会副会長 安井俊夫(昭和3 1年卒)

20‑2年度
名古屋高等学校‑
題

｢太平洋戦争(大東亜戦争)体験記｣
画

成人記念礼拝管
n

2012年度卒業生･成人記念礼拝が
2015年1月5日㈲午後2時より､行われ

僕滝の報
小林幸男氏(昭和1 6年卒)平成26年5月逝去
小川澄三氏(昭和1 6年卒)平成26年1 2月逝去
酒井 憲氏(昭和20年⑤卒)平成26年7月逝去

加納賢治氏(昭和28年卒)平成27年1月逝去

名古屋中学校･高鷲学
ホームページの
｢敬愛同窓会｣紹介コーナーに
アクセスしてください‑
名古屋中学校･高等学校のホームページ
(http︹＼＼www.Bのigaku.ac.jp＼)のメニューに､敬

愛同窓会のコーナーが設けられています｡みな

メニューボタンをクリックすると､過去の｢敬

さんはもうアクセスしていただけましたか‑

(本号)のダウンロードができます｡

愛｣第53号と第54号､そして｢敬愛｣第55号

過去の号を読み逃した方は､ぜひ一度ご覧
ください｡

平成26年度及び27年度の終身会費納入者は､

六軍需夫(昭50卒)

十九年の秋からは､国民学校も､三年生

きとりに‑いのでよ‑分からなかったが'日

Å>/

代表取締役社長

燃えとる｡｣と皆が泣いた｡

空がまっ赤で､火の手が見えてこわく､泣き

八月十五日学校へ行‑と､正午に天皇陛

本が負けたことだけは分かった｡負けて口

^V

http://www.toyoshima一m.co.jp

六車謙一(昭20卒)

て､私の戦争体験について話をする機会を頂

以上は､田舎へ集団疎開｡二十年四月から

昭和十六年十二月八日､日本海軍の艦載

一'二年生も田舎の親戚へ縁故疎開した｡

名古屋市内の国民学校は閉鎖にな‑､私達

いた｡

機がハワイの真珠湾に停泊中のアメリカ太

東南アジアへの進出も大勝利｡名古屋でも
出したこともある｡田舎でも食料不足､さつ

平 洋 艦 隊 を 奇 襲 攻 撃 し ､ 大 戦 争 が 始 ま っ た ｡ 夜間空襲の後､防空壕を出ると､名古屋の
提灯行列があ‑､父に手をひかれて参加し

こうした中で､束南海地震や三河地震が

まいもなどが代用食のこともしばしば｡

この戦勝気分も僅か半年で逆転｡各地で

たことを幼少のことながらよ‑覚えている｡

下の玉音放送があるので､家へ帰って聞く

あったが､報道はされなかった｡

えも､いざという時には､敵と戦うために竹

戦火は､日本本土に迫ってきた｡小学生さ

聞いた｡

ようにと言われて､疎開先の家でラジオを

アメリカ軍中心の連合軍の大反撃｡次第に

校､生徒は小国民と名称変更､戦争一色に

槍などの訓練を受けた｡小学校も国民学

昭和十九年､私が国民学校へ入学する頃

言葉がむずかしいのと､ラジオの音が聞

になると､アメリカの大型爆撃機B29によ

惜しいが､空襲がな‑なること､電灯の明か

なった｡

度卒業生一人
る日本本土への空襲が激し‑なった｡特に名

人>

TELO52‑571‑1301(代)

合金めっさのパイオニア

ADWINCED TECHNOLOGY

ました｡新成人とその保護者､約3‑0名が集ま
りました｡

礼拝が始まる50分前から､チャペル前に同窓
を咲かせていました｡

生が集まり､ひさしぶりの再会を喜び､話に花

礼拝では､大きな讃美歌の歌声がチャペルに
響き､聖書の言葉には静かに耳を傾けて‑れ
ていました｡さすが新成人と感動しました｡

高橋潤校長と敬愛同窓会副会長の安井俊
夫さんよ‑新成人へのメッセージをいただき､

集まった同窓生は真剣に聴き入っていました｡

礼拝後､この学年の年次会(同窓会評議委
員)のメンバーに一言ずつ語ってもらいました｡

彼らを中心に同窓会であつまり'いつまでも友
情をはぐ‑んでほしいと願っています｡

一人がこれか

2012年

らもよい人生
の家へ帰れることがうれしかっだ｡

‑の管制がな‑なること､そして近々自分

この戦争での日本人の死者は､三二〇万人､

古屋を中心とする中京地区は､日本の飛行

京に次いで多かっだ｡空襲は夜から昼に､し
アジア全体では二千万人以上といわれている｡

機生産の拠点であったので､空襲の回数は東

がいつも共にい
かも低空からの爆弾､焼夷弾投下で名古屋
戦争は限りな‑悲惨であ‑､悲劇である｡

うに､また神様

て支えてくだ
の街の太宰五%が焼野原｡旧制名古屋中学

を歩まれるよ

にと､お祈り申

さいますよう

あり､そのために私の小さな体験を伝える

永‑引き継いでい‑ことが何よ‑も大切で

我が国が戦後七十年守‑続けた平和を末

菱の航空機工場で爆撃により全滅｡二十年
努力を続けたい｡

を上梓されました薮野健鵜諾醒舘1, DF整酷葦稲田大学栄誉フェ｡.'名誉教授､

薮野健先生が｢早稲田風景〜紺碧の空の下に〜｣(中央公論新社)

五月の名宮尾大空襲は､半日で四四〇機が

現在名古屋学院のある大事町一帯は三

も燃えた｡

し上げます｡

^Y

本社〒450‑0002
名古屋市中村区名駅2‑42‑5

株式会社興和工業所
6.m''
までご連絡ください｡

寮同窓生

とそのことがよ‑分か‑ます｡まさに｢余人を

<Y

同窓会ホームページにて変更手続

確認のとれている00歳になられた長寿同窓
前号までの｢敬愛｣の表紙は薮野先生に

もって替えがたい｣とは薮野先生のことと思わ

^Y

<Y

へ>

代表取締役社長大塚洋右(昭和50年卒)

鶏
きをしていただくか､同窓会事務局

生の皆さんです｡
よるスケッチでしたので､皆さんは先生のこ

◇

人>

^>

(秋重泉)

岡田 学氏(昭和1 5年卒)

<>

<V

<>

学の宝｣といわれていますが､この本を読む

校oBで早稲田大

AV

れます｡名古屋高

^V

とをよ‑ご存じのことと思います｡2月に

<>

尾開 明氏(昭和1 5年卒)

<Y

出版されたこの本の中で先生は､創立時か

Ay

下村 司氏(昭和1 5年卒)

^V

には必読の喜｡

<V

<∨

学に進学された方

^>

AV

∧>

ら今日に至る早稲田大学を自由自在に行

<>

^Y

<>

林 徹氏(昭和1 5年卒)

^>

<V

Ay

波多野正暢氏(昭和1 5年卒)

Ay

入∨

<y

た｣人々を語っています｡先生は｢早稲田大

AQt

<∨

人>

き来して絵画を描き､早稲田に｢集り散じ

^V

∧y

∧>

公豊島綿業株式会社

代表取締役会長

ミングデー開催(予定)

山田主一氏(昭和1 5年卒) の

黄綬褒章

AV

^>

AY

辛 I‑一., ヾぐ＼

名古屋市瑞穂区二野町2‑28
本社

TEL 052‑871‑7151(代)

毎年多くの方にご参加いただいております｡
同窓生の皆様のご参加をお待ちしております｡

和田義弘氏(昭和39年卒)

藤掛朔生民(昭和18年卒)

瑞宝双光章

瑞宝小綬章
堀部憲夫氏(昭和26年卒)

黄綬褒章
山下保佑氏(昭和36年卒)

瑞宝双光章

入V

加藤十九二氏(昭和37年卒)
^>

中日文化賞

人V

春田正毅氏(昭和41年卒)
^Y

人>1人YI<Y

<V

コンパ二ヨン･デユ･ボージョレイの騎士号授与

<9

石黒正造氏(昭和44年卒)
人>

･‑∴∴‑∴∴∵∴●亨蕊群書㌔∴∴
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^>

28年度の芳名録に記載いたします｡

なり発生しております｡

A)Cヽi:

福谷寿高氏(昭和47年卒)

プ白のすすめるカーペット

iy夢剰出菅/妙ン頭ツ韓頴‑ペヅ卜

l∝柵岨
名古屋学院大学同窓会では､毎年
1回｢会報｣を発行しておりますが､
住所不明による郵送物の返送がか

燭

名古屋市技能功労者表彰

̲赤ちや‑hや小さなh',子様でも安心

葎繕
住所変更届けのお願い

｢
‑I.A. ∴‑: ∴∴∴∴｢.∴∴喜一‑‑ 劔 佶y

∴
ﾒ
r
誕

'定

末

亦
現場
罎ﾙ4:B
Y?
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B
A

※日時･場所等､詳細が決まり次第､会報及び同窓会ホームページにてご案内いたします｡

同窓会会長 ′｣川i博司

憲

同窓会や学校の名をかた‑､敬愛同窓会や学校とは関係のない名簿･商

名古屋学院
名古屋中学校 名古屋高等学校

終身3万円

注

品等の販売､広告掲載の依頼等が行われたりすることがあります｡不審に

なお､インターネット上でも同様に名前をかたり悪質サイトに誘導す

思われたら敬愛同窓会事務局か学校にお尋ね下さい｡

る例があるようです｡ご注意下さいますようお願いします｡

同窓会会員に関する掴人情報の取轍い㍍ついて

敬愛同窓会では､平成17年4月1日から｢個人情報の保護に関する法

律｣が施行されたことに伴い､左記の方針に基づき'同窓会員の個人情報の

個人情報保護に関する法令等の遵守について

保護に取り組んでまい‑ます｡

本会は､個人情報の取扱いに関し､｢個人情報の保護に関する法律｣､｢個

工

人情報の保護に関する法律施行令｣､｢個人情報の保護に関する基本方

(文部科学省告示第規号)｣等を遵守します｡

針(平成16年4月閣議決定)｣､｢学校における生徒等に関する個人情
報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

本会は､個人情報を次の目的のために使用します｡これらの目的以外

2"個人情報の使用日的
に使用することはあ‑ません｡

00会報｢敬愛｣の発送

㈲総会(支部総会を含む)･年次会･評議員会等の開催通知の発送

の会費納入のお願いの文書の発送

屋高等学校を含む)が行う各種事業及び行事に関する文書の発送

㈲本会および学校法人名古屋学院(同法人が設置する名古屋中学校･名古

3.個人情報の第三者への提供について
の本会は､本人の同意を得ている場合及び法令等に定める場合を除き'会

いを外部に委託することがあ‑ますが､当該委託にあたってはへ委託する個

員の個人情報を第三者へ提供することはいたしません｡
㈲本会は､前条の0､のの発送のために､必要な範囲内で個人データの取扱

本会は､保有している会員の個人データが盗難･不正アクセス等により

個人情報の管理方法及び漏洩等の防止について

人データの適切な取扱いが確保されるための契約を締結します｡
4

外部に漏洩することのないよう管理に万全を期します｡

5.｢会員名簿｣の発行について
今後の｢会員名簿｣の発行についてはへこの法律の施行に伴い､今後､慎重
に検討してまいります｡

名 古 屋 学 院 敬 愛 掴 鰹

事務局長/大島信二(昭和47年卒)事務局員/蒔田みすゞ､中村利矢子

年度3千円
敬愛同窓会の維持発展に日頃ご協力を賜‑
平成二十七年度の会運営と母校の支援のため

厚‑お礼申し上げます｡

払込人住所氏名･
通信欄に認識されて
酸鍵懸畿撥繊旛懸擬態籍避議
題繊艶麗鍵懸鱒顧轡闇聞轍醒
醒纏轡蘭凝蟻酸態醗

います｡
願擾醸態闇鱒鑑懸繍願

会費の振込みをお願いいたします｡

｢払込取扱票｣同封の方は郵便局窓口もし‑は

㊧事務局へご連絡
㊨振込金額を入力する

ATMから同窓会事務局あてにご納付下さい｡

㊨振込金額･名前･
⑫｢0038305｣と㊨ナゴヤガクイン

会費は年度会費(年間三千円)か終身会費(紘

貯

杉戸清氏(大正9年卒) ;

:表紙題字は元名古屋市長

電話052‑721 ‑5271 mp://www.meigaku.ac.jp/

名古屋市束区砂田橋二丁目1番58号

〒461‑8676

三二十ノ

行

発

＼＼寸一一一

ヰ
ヰ

身三万円)の何れかを選択下さい｡

●口座名義:名古屋学院撒愛同窓会

FAX 052‑722‑2838

名古屋市束区砂田橋二丁目1番58号(名古屋学院内)電話052‑722‑2835

〒461‑8676

小栗七生

●店名:〇八九(ゼロハチキュウ)

(上記図を参照)

ヰ

年度会費､終身会費納付者芳名は永久保

●金融機関名:ゆうちょ銀行

}

轡→態

存簿に記録いたします｡終身会費の一部を同

(既に終身会員の方は不要です｡ )

* (A)は払込取扱票の

入力する

表示される
繍綴撥
選択する

番号(A)*を
ケイアイドゥソウカイと
入力する

入力する
｢ゆうちょ銀行｣を

敬愛同窓会会長

(平成22年度卒〜平成26年度卒は免除)
●終身会費:3万円

轡簸滋擬態懸鐙瀦懇轡綴撥騒
鶏繊轡懸饗鶏頭髄鞘醗顧頭韻
騨轡蘭鰯灘轡鱒懸蘭
繊懸擬態灘轡灘髄鞘

+
表示される
綴撥懸
鰯醸灘

㊥｢当座預金｣を
選択する
㊨店名｢〇八九｣と
㊥振込銀行

当座預金
●口座種別:2

(052‑722‑2835)ください｡

⑫｢0038305｣と入力する⑩ナゴヤガクイン
ケイアイドゥソウカイと
e｢008509｣と入力する

窓会基金として別途積立て'同窓会独自の事

●年度会費:3,000円

業や在校生の育英資金に充ててお‑ます｡

ATMでの振込方法

●口座番号:0038305

1 ,ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行に振り込む場合

※ゆうちょ銀行の通帳またはキャッシュカードが必要です｡ ※窓口でも振込可能です｡

2.他銀行からゆうちょ銀行に振り込む場合(ローソン･ファミリーマート等のATM)

※銀行のキャッシュカードか必要です｡

敬愛同窓会

