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常闇公立大学閥75名が見事合格日

2018年大学人試

合櫓状況

ヰ活躍の裾野が広がる部活動
や重ねるごとに深まる､揺るぎない絆

同期と語らう年次会
2018年度

や多彩な分野で輝く学友たち

活躍する同窓生

名古屋学院主題聖旬

｢希望をもって喜び､苦難を耐え忍び､たゆまず祈りなさい｡｣
ローマの信徒への手紙第12章12節
題字は元名古屋市長 杉戸清氏(大正9年卒)

こうした国際化への取り組みとしては､

長官を務められた横田喜三郎先生が､昭和

名中の大先輩(大正五年卒)で最高裁判所

の賜と心より御礼申し上げます｡

本同窓会は､発足以来四万人を超える卒

贈る言葉を｢世界を友として｣と揮毒され

三十五年に竣工間もない大事町(現在の砂

た｡現在の社会において最も必要とされて

千人の会員を擁し､県下でも活気のある同

業生を今日までに受け入れへ現在も二万五

百年を超える本同窓会の歩みの中で､政

いることへの､先駆的な問題提起であ‑､大

田橋)のチャペルで講演された際に､後輩達へ

界､経済界､学会､官界など国や地域で活躍

先輩からの二十一世紀に生きる私達へのメ

窓会として活動を展開しています｡

とは'本同窓会としても大きな誇‑であり

する有為な人材を数多‑社会に送り得たこ

など国際色豊かな教育実践枝としてより積

に活躍する同窓が多‑なることを願うこの

教などの枠を超えて様々な分野でグローバル

界の平和｡そのために国や地域､人種や宗

ッセージとして改めて銘記すべきものではな

極的な教育を展開することによ‑'かつて英

いでしょうか｡なかでも大切なことは､平和

語の名中と称賛された時代への回帰は言う

頃です｡

ます｡今後はこれまでの伝統を踏まえて､急

私たちの名古屋学院｢敬愛同窓会｣は､

までもなく､国際的なより様々な分野に横

であります｡しかも日本だけではな‑､坦

明治四十二年に発足し､今年で一〇九年目

座的なチャレンジ精神を身につけ活躍する同

成を図るため､語学教育や国際交流の指導

を迎えることが出来ました｡これもひとえ

窓が多‑なることを期待しています｡

俊夫

ｦr 入試広報部の協力を得て､来年春に名古屋 武相談コーナーを本年度も懇親会場の一角に開設します○相談ご希望の方は返信用葉書の入試相談コーナー参加者

ｫ9$

入試相談1齢織田日間震 コーナーを開設!書目閣長醗閤績 ;..≡聖の欄に○印をお 劍

ださい○こ有望の方は懇親会にも｣出席下さい○
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激な国際化に対応し得るグローバルな人材育

に今日までの会員の皆様をはじめとする関

花散れど平和散るなと日々祈る

係各位の永年に亘る熱心なご支援､ご協力

友人と誘い合って積極的に参加しましよう○

年度 綻公一.案内⑬誓演会17‥30Rh.:5‑.ii憾‑ii

響箋露語驚態 都の協力を得て､来年春に名古屋中学校.名古屋語学校への入学を希望するお子さん.お孫さんをお持ちの

の御言葉が大き‑掲げられ､一年間､礼拝､

クライン･メモリアル･チャペルの講壇の正面にこ

難を耐え忍び､たゆまず祈りなさい｡｣です｡

の手紙

第12章12節｢希望をもって喜び､苦

さて､今年度の主題聖句は､ローマの信徒へ

私たちの苦難を知‑尽‑して‑ださり､その

彼らを赦したまえ｣と祈られたキリストが､

からも罵られ､傷だらけになってなお､｢父よ､

切られ､神さまにも見捨てられ､同じ死刑囚

ん底での支えとなるからです｡弟子たちに裏

エス･キリストの十字架の苦しみが私たちのど

｢苦難を耐え忍ぶ｣ことができるのは､イ

院で覚えた﹃主の祈り﹄を知っているからです｡

｢たゆまず祈る｣ことができるのは､本学

論理もそうでしょう｡世界の動きは宗教の

情勢然‑､欧米各国の行動規範然‑､経済

古屋英和学校を創立した時の教育理念(宗

潔‑学ぶことができます｡クライン校長が名

理事長丹羽太一(昭41年率)

http://www‑meigaku‑ac‑jp/

を生きることができるのです｡

式典､諸行事の際に一人一人の心に刻まれ

苦難の重荷を私たちごと､丸ごと背負って‑

さまはご存知であ‑'ご計画をもって私たち

どう祈ったらよいのかわからない時も､主の祈

が用いられていたとのことです｡ただ当時は

知識を踏まえなければ､その本質が分か‑

価値観を持つ､多様な文化･背景を持つ人々

教･英語)が､開校から130年が経った現在､

)‑‑ゝ一一＼‑一一｡二輪一夕一一一､養iぜひ皆様のご子弟をお預けください

たします｡

ることでしょう｡もちろん､各教室や会議室

の歩みを､本学院の進むべき道を導いて‑だ

に背負われて､人生を生きるのです｡

だきると信じるからです｡私たちはキリスト

にもこの御言葉が掲げられます｡
｢希望をもって喜ぶ｣ことができるのは､明

きると信じるからです｡私たちの罪を赦すた

りをゆっくりと､言葉をかみしめて心静かに

日という日は私たちには分からな‑とも､神

めに'独り子イエス･キリストを十字架にかけ

祈る時､あなたは神さまとつなが‑､神さま

聖書による宗教教育が県から認められず､ク

ません｡世界を知るためには宗教を知らな

から慰めと平安が与えられることでしょう｡

るほどまでに､私たちを愛して‑たぎる神さ

まに期待する時に､決して明日を悲観せずへ

ライン校長は伊藤博文(当時の外務大臣)に

暗闇の先に必ず光があることを信じて､日々

直訴状をしたため､なんとか正式に学校設

ければならないのです｡経済誌などでは､宗

成功できない､という記事も目にします.宗

教を学ばないビジネスマンはグローバル社会で

置認可を取り付けたようです｡

校では聖書の授業が行われ､礼拝が守られて

けないということでしょう｡

教を知らずして､グロ｣ハル社会では生きてい

以来130年に渡って名古屋中学･高等学

んのことへ他の宗教､イスラム教'ヒンズー教､仏

宗教を学ぶということは､英語を学ぶこと

います｡聖書の授業では､キリスト教はもちろ

教などについても学ぶ機会がありへ宗教その

と､協働で学ぶ機会が増えています｡このグロ

名古屋中学校三両等学校ではその両方を

と同じように重要かつ喫緊の課題なのです｡

ーバル社会で生きてい‑ためには､世界に出て

っているわけです｡

さらに社会から必要とされる資質能力とな

日本でもグローバル化が進む現在､異なる

ものの考え方を理解できるようにな‑ます｡

ることを理解しなければな‑ません｡中東

行‑ためには､世界が宗教を中心に動いてい
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名古屋中学校･

高等学校校長

森田祐二

として｢基礎的基本的な知識･技能｣｢知識技能

とつキーワードになっている｡そこでは学力の三要素

題になっているが､その中で｢学力｣という言葉がひ

ところで数年前から｢高大接続｣のあり方が話

を乗り越えて来年こそは大輪を咲かせてほしい｡

んでほしいし､今年夢がかなわなかった諸君も逆境

業生には進学先でも初心を忘れずに自己研鏑に励

OB一体となってのサポートの賜物だといえよう｡卒

成果は､生徒の頑張‑はもちろん'偏に保護者･教員･

は三九名(内現役一〇名)の合格者が出た｡これらの

格を果たした｡また､年々増え続けている医学部志
望者の健闘も目立ち､国公立大学医学部医学科に
は一〇名(内現役四名)､私立大学医学部医学科に

二〇[八年度大学入試状況 進路指導部長立石陽一柵
名高生大健闘
東大1名､京大2名､

名大18名

園公立大学医学部医学科に
4名∬
四月元日時点での大学合格状況は次の適‑であ
る｡国公立大学一七五名(内現役一二〇名)､私立大
学二〇〇名(肉現役七一三名)となっている｡その

ぅち難関国立一〇大学に三九名(肉現役三〇名)､
難関一四私大には四七九名(内現役三一人名)が合

を活用して課題を解決するために必要な思考力

力が試されたが､これからは自らが課題を見つけ

判断力表現力等｣｢主体的に学習に取‑組む態
度｣が挙げられている｡これまでの入試では知識技
能の面が優先され'与えられた課題或いは予め答
えが用意された課題に対して答えを導き出す能

解決する能力が試されるというのである｡一見大

組む者にとっては大きな差はないのではないか｡こ

きな変化のように思えるが､真面目に受験に取‑

こ数年受験生に接してきたが､単に大学の名前や

撲随順帽帽順脂性

高校1年生と共に創立記念礼拝を

ちしております｡

行います｡多‑の方々のご参加をお待

▲回書SS園葛

七月一七日㈹午前八時二十分から
高一チャペル礼拝

所

クライン･メモリアル･チャペル

場

偏差値にとらわれるのでな‑､自分の将来を見据

え､本当にや‑たいことややらなければならないこ

(TELo52‑721‑5271)

又は'本校事務局までご連絡下さい｡

(h昔＼＼wwwmesgakuacup＼)

本校ホームページ

▲田園一書圏葛

とを考え進路を決定した者は､学力の三要素を十

私たち教員の使命は､生徒をただ大学に進学さ

分に具えていると思う｡

せることではな‑､｢真の学力｣を具えた人間を一

人でも多‑世に送り出すことであると思う｡その

ためにはこれからも多‑の方々のご協力とご支援を
賜りたいと思っている｡

六月二十九日幽

島田園田葛

水上康重(退職)

田圃田園閉園閉園｡

教諭

藤村宏明(再雇用講師)

宇野伸一(再雇用講師)

大島佳世子(再雇用教皇

教諭

薮下義人(再雇用教員)

澤田誠一(再雇用教員)

養護教諭

教諭

教諭

教諭

特別非常勤講師磯村義邦(退職)
再雇用特任講師田中良夫(退職)

田圃開園圏圏国8日｡

永尾孝広
永田久喜
大鼓博康

森 田 祐 二

高校教頭
中学教頭
宗教部長
教務部長

立石陽一

校 長

進路指導部長

仁

生活指導部長
図書･情報部長

宮田淳弥

宮尾英俊
杉原辰雄

安藤

入試広報部長

生活指導部長

官尾英俊

高羽

蓮(5年)

予選敗退

︻高校陸上競技部︼
全国高等学校総合体育大会陸上競技対校選手
権(8月)

4×100mリレー
(6年)､岩堀剛己(4年)

伊藤彰海(5年)､飯田英夫(6年)､城戸宏規

1‑0mハードル

ラグビー(愛知県選抜10月)

第3位

14位

愛知県新人体育大会､兼全国高等学校選抜自転

︻自転車競技部︼

優勝
原田玲於(5年)

小林佑一朗(5年)
全国大会出場

全国大会出場

車競技大会愛知県予選自転車ロード競技(lュ月)
準優勝

︻
馬
術
部
︼
第88回全日本高等学校馬術選手権大会(8月)

ある方からフルべッキ著作の｢日本プロテスタント伝道史‑明治初期諸

教派の歩みILを紹介されて読んでみた｡フルベッキほキリスト教禁教時

大隈重信副島種臣らに英語を教え､高橋是清など多‑の人材に影響

代の幕末に来日し佐賀藩でお抱え教師として働いた｡

を与えた｡後に文語訳聖書翻訳委員や政府の翻訳顧問と在る｡さらに開

岡田誠(6年)

︻中高文学部︼

(参加選手)

第7回富士正晴全国語等学校文芸誌賞(文芸誌
F文学帳﹄第8号

この頃､名古屋にも多‑の宣教師が訪れている｡伝道の地として根付い

まとめる役目も果たした｡

新後に来日したキリスト教諸教派(メソジスト派･長老派･組合派等々)を

成学校(のちの東京帝大)､学習院'明治学院の運営に尽力した｡彼は維

優秀賞

甲子園)(3月)

全国高校生文学賞奨励賞

た1879年(明治n年)Ⅱ月にはマクレー宣教師(後に青山学院院長)

横面栄介(6年)

高校生全国俳句選手権大会(俳句甲子

｢狙父との日々｣

園)地方大会名古屋会場(6月)

第如回

の出場が決定｡
習コンクール

図書館を使った調べる学
名古屋地方大会(12月)

図書館振興財団主催

全国コンクールへ

冨田孝太郎(3年)､有里真斗(3年)､櫻井佑

優秀賞｢名古屋は古典文学で中小に立てたのか｣
馬(3年)

調べる学習コンクール｣にて

小林空(4年)

図書館振興財団王催｢第21回 図書館を使った
優秀賞活字文化推進会議賞
優良賞

新家功大(5年)

北口直敬(6年)

第32回全国高築学校文芸コンクール(12月)
短歌部門

入選

細井淳平(5年)

俳句部門

入選

文芸部誌部門 奨励賞 部誌F文学帖﹄
本コンクールは､高校生対象の文芸コンクールとし
ては最大のものであり､北口君は2年連続の受賞'

日本赤十字社

文学部としての受賞は4年連続とな‑ました｡

︻JRC部︼

村瀬竜輝(5年)

愛知県支部代表(8月)

青少年赤十字代表団海外派遣
(参加者)

ついて｣をご確認いただきます様お願い申し上げます｡

各種証明書の発行につきましては､本校ウェブサイト上の｢証明書の発行に

各種証明書の発行について

過去の号を読み逃した方は､ぜひ一度ご覧‑ださい｡

(http＼＼wwwmeLgakuac]p＼)からもアクセス可能です｡

また､従来同様に名古屋中学校二品等学校のホームページ

愛｣第58号(本号)のダウンロードができます｡

機関誌｣をクリックすると､過去の｢敬愛｣第53号から第57号､そして｢敬

んはもうアクセスしていただけましたか→メニューボタンにある｢敬愛同窓会

｢敬愛同窓会｣専用ホームページが運用されてお‑ます｡同窓生のみなさ

言古⁚＼＼kOiai.⊃a00○<a＼

アクセスしてください‑･

｢敬愛同窓会｣専用ホームページに

ことなく､今後ともそのようにありたい｡

してきた｡多‑の祈‑に支えられ､英知が集い巣立っていった｡時流に阿る

母校は創立以来へキリスト教主義男子校としてこの地に根付き'発展

創設者クライン氏の情熱を支えたものは｢祈り｣｢召命｣｢委ね｣であった｡

がキリスト教の伝道宣教を主体とするものであることを記しておきたい｡

る｡また各教派はこぞってミッションスクールを関学してゆく｡当然である

マスメディアを得意として'宣教と同時に宣教資金を賄っていたようであ

教派によって得意な宣教方法があり､母校のメrJジスト派は印刷毒どの

たことが記されている｡

藤困難･清廉さが書かれており､熱心に市井の人々への伝道宣教がなされ

ラインを含む多‑の宣教師たちの日本伝道に対する情熱工夫､そして葛

に任じられた｣と書かれている｡クラインについての記述はここだけだが'ク

FCクライン師夫妻がミッションに加わ‑'クラインがミッションの主任者

教派メソジストプロテスタント教会の報告として｢1883年9月23日､

浜に到着したことが記されている｡前述の著作の中にも､1882年請

｢名古屋学院100年史｣には'勿論のことへ創設者クライン夫妻が横

が数名に洗礼を授け､組織化している｡

優勝 瀬戸雅裕(6年)'北口直敬(6年)､横山
栄介(6年)'小林空(4年)'雅雄朔矢(4年)

四年連続全国大会出場

最優秀句 難波朔矢
第20回 全国高等学校俳句選手権大会(俳句甲
(参加選手)瀬戸雅裕(6年)'北口直敬(6年)､

子園)(8月)

横山栄介(6年)､小林空(4年)'難波朔矢(4年)
クール(Ⅱ月)

細豊津平(5年)

牛田大貴(5年)

愛知県高等学校文化連盟文芸専門部作苗コン

第三庸

第二席

文芸部誌部門 第一席 F文学帖｣
俳句部門は2年連続入質､文芸部誌部門は﹃文

俳句部門

︻高校サッカー部︼
第71回愛知県高等学校総合体育大会サッカー競

16位

+他校生徒3名

高橋篤広､木下大和

鶴田宙也

となります｡来夏の全国高等学校総合文化祭へ

学帖﹄創刊以来9年連続入賞､4回目の第一席

(参加選手)15名

200m自由形
鶴田宙也(6年)
400mフリーリレー

宙也

第5位

+他校生徒

日下部航･奥村拍真(6年)相羽康平･鶴田

400mメドレーリレー

13位

鶴田雷也永井翔太木下大和森一爽(4年)

800mフリーリレー

永井翔太(4年)

鶴田宙也(6年)相羽康平(5年)木下大和

13位

全国高等学校総合体育大会(8月)

︻高校水泳部︼

ベスト8

全国高校サッカー選手権大会愛知県大会(Ⅱ月)

ベスト8

技(5月)

第3位

会(Ⅱ月)

全国高等学校ラグビーフットボール大会愛知県大

司君が出場

本校からは6年生の三浦誉田､橋本和暦､谷川

愛媛国体

(参加選手) 渡塗刀樹(5年)､松原大貫(5年)

ボール大会(8月)

第13回全国高等学校合同チームラグビーフット

第3位

知県大会(Ⅱ月)

第97回全国高等学校ラグビーフットボール大会愛

第4位

第71回愛知県総体ラグビーフットボール競技(6月)

︻高校ラグビー郡︼

(5年)､冨田泰理(4年)

伊藤彰海(5年)､岩掘削己(4年)､加藤敦詞

予選敗退

予選敗退

018日本陸上競技選手権大会(Io月)
運動部では'中学÷同校テニス､高校陸上競技､水
岩掘削己(4年)

全国選抜大会への出場が決定

蓮(5年)

石樽元晴(5年)

優勝(3年連続26回目)

準優勝
鈴木悠太(5年)

優勝

第3位

蓮組

4×100mリレー

休､馬術､自転車競技'文化部では'高校文学部､
JRC部が全国大会に出場した｡
︻中学丁ニス部一

第45回全国中学生テニス選手権大会(8月)
1回戦敗退

※13年連続83回目の出場
団体戦

第3位

高田順平(3年)宮地吾佑(2年)組

個人戦ダブルス

逮)(日月)

宮地吉備(中2)

愛知県中学新人テニス大会(団体戦は全国選抜予
優 勝

優勝

団 体 戦

個人戦シングルス
第3位

宮地伏見組(中2)

個人戦ダブルス

第3位

選抜中学校テニス大会予選(12月)

東海地区中学生新人テニス大会 (団体)兼全国
団体戦

︻高校テニス部︼

昂羽

右樽元晴(5年)

全国昂等学校総合体育大会(8月)
ベスト16

ベスト32

団体戦

個人戦シングルス

ベスト32

ベスト64
個人戦ダフルス

蓮(5年)組

三上利府(6年)鈴木悠太(5年)組
石樽光晴(5年)高羽
団体戦

愛知県嵩等学校新人体育大会(9月)
個人戦シングルス
個人戦ダブルス

石樗元晴高羽
準優勝
鈴木悠太宮本貫太郎(5年)組

第3位

本校から5年生の石樽元

テニス(岐阜県代表10月)

坂本諒太朗(5年)林 航平(4年)組
愛媛国体

第3位(岐阜県)

第7位

400mメドレーリレー

愛媛国体(9月)

2名

優勝(2年ぶりⅡ回目の東海制覇)

晴(岐阜市在住)が出場
全国選抜東海地区大会団体戦(Ⅱ月)

25年連続00回目の出場が決定

第4位

800mフリーリレー

春休みの第幻回全国選抜高校テニス大会への
JOCジュニアオリンピックカップ

(Ⅱ月)

第38回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

｢敬愛｣第58号

会報の発行

6月9日出

｢敬愛｣卒業特集号 平成31年発行予定
同窓会本部諸行事
☆定時総会･懇親会

5月1日発行予定

年4回開催

キャッスルプラザ

☆理事会･小委員会の開催
支部･各年次職域等活動への出席を支援

場所

3

学校行事等への協力支援

☆理事会

4

pTA活動への脇賛

生徒及び牛徒会に対する支援活動

4月14日

5

☆定時評議員会

6

2011年度定時本部総会報告

6月10日出､名古屋駅前のキャッス

ルプラザにて開催｡小林学院長に開
会祈祷を頂き同窓会長挨拶に続き
来賓挨拶､報告を同窓会事務局長が

行った｡

講演会は地域に密着した歴史文

化と尾張･織田信長の研究者の服部
徹氏(昭和35年卒)を招き｢織田信
長と上杉謙信｣のテーマでお話しいた
だいた｡話の中には名古屋を中心と

した地元にまつわるエピソードからあ

をお聞きした｡

まり知られていない信長の弟たち妹
たちのエピソードを交え､壮大なお話

その後は場所を移し懇親会を行っ
た｡しばし歓談の時を持ち'第一校

歌･第二校歌斉唱を持って無事に総

会を締め‑り再会を約した｡

平成29年度収支決算報告書及び同30年度予算案
百･平成29年4月01日

至平成30年3月31日

名古屋学院敬愛同窓会

科目

(単位円)

29年度収支報告 剳ｽ成30年度 予算案
假ｹ?ﾈ,ﾉYB

予算 佇亥｢
繰越金 釘ﾃ3CrﾃS3

4,347,538 迭ﾃcCBﾃ#c

bﾃ3c

ﾃ

8,250,000 I,800′000 300′000 0 870′000 10′000 3′000 唐ﾃ コﾃ

1,470,000
246,000
寄付金

惑

直美健Iii悦

博保紳美

東恵威信哲芳公使政信悦生会

光彦恕男清輝軍治相違他勝彦紀一男弘昭嗣穆賜朗渉決之即発敏

出

ﾃ
ﾃ

0,000

915,000 8,956 15,960 0 涛s ﾃ
10,000

文意iJi梶今原Iii臓三振大大石藤畷阿山山福如上伊加相成浅伊樹同〇
月水本lii枝田原部宅田村江田本部都田田田顧繁藤醸棄臼井藤田窓鰭
官篤

ﾃ

雑収入

預り金

剴2ﾃ

史輔庶
合訂

揃弼讐溺羅弼誓灘縞轟綿雪溺轟嘉
毒鵠董撞窪茎葉弊鋳鵠毒能舞舞琵窪

RﾃS

科目

柴杉宇山日吉佐岡波山森村美質林中中後小犬石森疲村椿利松坂秋

ﾃS3

ビﾃ#c

予算 佇亥｢
総会

S ﾃ

27′668 131′413 2,345′000 215′060 98′700 257′800 205′436 100.000

会議費 C ﾃ

昭昭昭昭昭昭昭昭昭咽昭昭昭旧情昭昭帽昭昭昭昭昭惰眠昭昭昭昭昭
和和相和利和利和利和和和和和和和和和和和利知和和利和和利和知

Rﾃ

倡因
,ﾉYB
29年度収支報告
剳ｽ成30年度 予算案

田野井田辺Iil藤崎会下
上和輪
野根嬢林村川
辺田本田原出田
洋書過酷俊清安
藤憲腱克
田利発圭廉義
満史格嘉了
文誠

介章二雅之康信剛一二雅彦卓見幸繊二矢島充弘郎郎一一司勉夫二

15,158,454

( ﾃCc #3 湯 3

#S

S

3

S 3c X ﾃ

s

#

S

ﾃ

ﾃcsr 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0

21460′000

通勤手当

3

ﾃ

祷

ﾃ

33

ﾃ

申年牢午年午年午年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年毎
卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒牛革学卒学卒卒砕卒不卒卒
服講

木高川井千山間今神伊村芳子杉笹安林安水松鈴加瓜矢寺

部師

下野本土住本源外
亮律真

徹

谷藤上藤田山井旗

幸突進義光高光幸孝厚

井野屋木膳谷野西

卓信隆

宗

利払

慶弔費

S

ﾃ

#

ﾃ

ﾃ

宗汰宗吾武広司雑学文紀三生守司淳也勝史学一生帯紐‑

800.000

130,000 200,000
千千平平平平平平平平平平平平平平昭昭昭昭蛸昭脳地脳
底成成成戌成戌成成戌成成成成成城利和和利利和和利和
25241818161111 ll 7

7

4

4

3

2

2

2

430,000 鼎#"ﾃ

636161565554545352

年年年年年毎年年年年年年年年年年年午年昨年午年午年
牢乎牢乎牢乎卒卒卒卒学卒卒半羊牛‑*卒不卒卒卒卒卒卒

4,500,000 120,000 釘ﾃ3

R
Bﾃ3

112,460

小林
光

丹羽太一(昭和41年卒)

名古屋学院

学院長

30,000 150,000
雑費
木
予備費 小諸

ﾃ

づ##

49,148
S ﾃ
ﾃCヲﾃ

8,000 0 9,456,121

0 0 50,000 10,539,000 途ﾃ r 50′000 10.727.000

135

請

0,001

9,514,194

5,041,538 迭緜CBﾃ#c
副会長

高岡恭子

大橋通子

位(平成13年卒)

役員

安江

自転車部顧問

小林愚人(高3)

安井俊夫(昭和31年卒)

勲(昭和37年卒)

晶(昭和39年卒)

清水

久(昭和41年率)

竹内佑有(高3)

会長

同窓会役員

斉藤京己(順和経年卒)

野村

草踊勝彦(昭和鉛年率)

塚本

足(昭和41年卒)

渡達家彬(昭和経年卒)

秋垂

鈴木元八(砲和認年卒)

宏(昭和㊥年季)

横井隆雄(昭和42年卒)

光(昭和幼年な‑)

都島誠一(昭和蛍年卒)

尾碕

鬼頭

冶(昭和51年季)

田中良夫(昭利幼年卒)

高橋

大家洋右(昭和50年卒)

尚(平成2年卒)

宏一郎(昭和61年卒)

阿知波清久(昭和諭年卒)

林

吉田

小林雪男(昭和俄年率)

小栗七生(昭和50年卒)

大島信二(昭和仰年率)

副会長

長長長長

理事長

訓 二

局役

森 国

水屋孝広

水田久喜(昭利56年卒)

森田智子

信

大野多善一(昭和柳年率)

鈴 木

仁

舟橋弘美(昭和27年卒)

安 藤

加藤与仁

立石陽一

良(平成蝕年卒)

中元寛之(平成15年卒)

猪飼

浜島諒太(平成19年率)

組

豊野潤也

嶋 津

霧散車重和事和事印可珂神事印可密会全会会

枝 長

高校教頭

中学教頭

事務長

軍師

国師

恩 師

教 諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教 諭

数育実習生稲山賢史郎(平成鈍重‑)

教育実習生岩山和樹(平成幼年卒)

宮崎素行

山川秀明

教育実習生鬼頭神大(平成26年中)

PTA

会長

副会長

事柏監理理型理理連理理理理理連理副副副副

3 ﾃ
110,000

合評

RﾃS

ﾃS3

15,158,454

4,360,260
Rﾃ

ビﾃ#c

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位円)

頭で乾杯をして歓

平成29年度敬愛同窓会関東支部は､同月
6日㊥18時00分から第一ホテル東京にて第40
介をいただき､社会

院の現状などの紹

醒類鰹鵜讃軸繊瀞窃
回同窓会を開催した｡参加者は安井俊夫敬愛

談に移った｡しばら
く食事をしながら
歓談し､来貢の先生
方から自己紹介､学

同窓会会長はじめ､敬愛同窓会'名古屋学院
から来賓が6名､社会人出席者が19名､関東

人の出席者からは
学生の出席者に向
けて各人の経験か

市清(昭和36年率)

浅井厳原(平成14年率)

山門季生(平成n年率)

三浦克明(平成H年率)

ヰ駒将之(平成H年率)

大田大音(平成H年il･)

西本大河(平成29年卒)

水井裕都(平成29年卒)

竜田啓友(r成29年卒)

榊

栗木崇志(平成29年牟)

腰部秀司(平成幼年卒)

森梱祐二

中学校高等学校教諭

前中学校高等学校校長

品(昭和約年卒)

吉田遼一郎(平成29年季)

関東支部会員

仁(昭和43年卒)

門田

加賀谷優歩(平成然年卒)

浅井政厚(r成19年率)

米谷研祐(平成29年率)

林

内田
秀(昭和47年卒)

小笠原大介(昭和53年率)

岡同朋也(平成29年卒)

安保輝明(平成29年卒)

安藤飛翔(平成29年卒)

18時15分12 1時的分

KKRホテル東京
社会人8000円

野村晶

大学生･専門放生3000円
●問い合わせ先
090‑3543‑2089)

18時00分より

2018年10月12日㈲

懇親会/18時00分より

大阪心斎橋中華料理店｢大成閣｣
生5000円

社会人7000円
学

支部の会員の方々には､9月頃に御案

TEL

06‑6693‑7145

敬愛同窓会関西支部｢斉藤豪己L

大阪市住吉区遠里小野5‑8‑21

〒558‑0032

●問い合わせ先

えられますので､左記にお問い合わせ下さい｡

名簿の不備で御案内が漏れる場合も考

い致します｡

内致しますが､今から御予定頂きだ‑お願

会費

会場

日時

お待ちしてお‑ます｡

是非とも多‑の同窓生の皆様のご参加を

ます｡

経験について語っていただきたいと思ってい

出席者の皆様に自己紹介､人生の抱負

(携帯電話

関東支部支部長

へ敬称略)

井出
透(昭和51年卒)

浩(昭和飢年率)

菊池

日時

20‑8年10月5日㊥

川口勝弘へ昭和54年半)

健(平成28年卒)

為F

鬼神(平成29年率)

野村

広瀬利決(平成17牛車)

稲垣史彦(平成17年率)

潤

中野和彦(昭利約年卒)

年牛)

前橋

木俣賢一(昭和39中卒)

S関東支部鱒会出席者名簿
来賓

蕨岡高大

中学高等学校畏

同窓会会長
安井俊夫(昭和31年卒)

事務局長

治(昭和5

大塩信二(昭和47年半)

理事
H同橋

阿知波清久(昭和53年卒)

理事

らどのような学生
生活を送ってもらいたいかなど激励の言葉が続
いた｡学生からは自己紹介と将来の希望､人生
の抱負などが語られ'交
流を深めた｡最後にグ
リークラフのOBで現
在も合唱を続けている
中野和彦(昭39)の発声
で校歌｢希望羽ばた‑｣
｢曙の空｣を全員で斉唱
し､内田仁(昭43)から

の締めの言葉で次回の

禎(昭和32年率)

賞揚

地区在住の大学生13名､計38名となった｡

為下透(昭51)の司会のもと､総会に先立ち
物故者を偲んで黙祷､森田祐二校長による祈
祷があり､総会を開始した｡野村晶支部長(昭
39)､安井俊夫会長(昭31)､森田祐二校長の挨
拶､来貢の紹介があ‑､議案審議に移った｡議
案審議では､平成29年度事業会計報告と浅井
威厚監事(平14)による監査報告があり､異議
ち‑､全会一致で了承され､総会は終了した｡

第二部の懇親会の前に全員の集合写真を投
影した後､太田大音(平Ⅱ)の司会で懇親会に
移った｡懇親会では林 直清筆頭顧問(昭36)
から横田喜三郎氏二一鬼陽之助氏'高山成雄
(中野和彦･昭和約年草)

再会を約して閉会した｡

昨年は､10月13日樹に､心斎橋の中華料理
店｢大成閣｣で開催し､同窓会本部より同窓会
会長安井俊夫氏､名古屋学院理事長丹羽太一
氏､同窓会監事の小林善男氏､名古屋学院教
諭の石川昇氏､同窓会事務局長の大島信二氏､
同窓会理事の阿知波清久氏に御参加いただき
きました｡

河合

大竹康男(昭和32年等)

支部の会員の出席者は､左記の通りでした｡
会見参加者

斉藤装己(昭和32年季)
杉本敏郎(昭和詑牛車)
佐藤単利(弛訓33年率)
最下昭春(昭和34年卒)

奥村亜和(昭利39年卒)
松澤健二(昭和約年卒)

論(平成17年半)

能(昭和45年率)

竹谷敏朗(昭和徳行不)
服部

金刺

諦miH i畑＼ 剄ｌｾ灘

氏等の大先輩によって敬愛同窓会が支えられ､
導いてこられたことを想い出を交えて紹介され
た｡あいさつの後､年長の中野和彦(昭39)の音

襲剛緻蜜開聞認識

開園圃圏閥閣圏圏
敬愛同窓会関西支部では毎年､同窓会本
部･学校より来賓に御来阪いただき支部総会
を開催致しております｡名古屋地区では､同
期の方々が御集まりになる同期会が定期的に
開催されていますが､関西地区では同期会を
開かれるほど､同期の方々が居られませんので､
その機会も少ないと思います｡
そのような方々は､関西支部総会を同期会
の場として'同期の方々と連絡を取り合って是
非御参加下さいますよう御案内申し上げま
す｡関西在住の同期の方々の消息をお知りに

(敬称略)

川中駿介(平成幼年華)

騨轍,＼

∴∴.望: 凵

〜羅駁30年度関東支部総会のぎ菜園‑

翻0年度関西支部総会のご薫的

風やわらぐ三月三日の雛の祭の日'名鉄グ
ランドホテルで名古屋高等学校｢昭和29年卒
業C組クラス会｣が開かれた｡十四人の学友
が久々に顔を合わせ､思い出話に時を忘れた｡

戦後建てられた木造校舎で若さを発散させ
た青春の一ページ｡多‑の先生方から受けた
近況報告では､人生の荒波を乗り切‑穏や

薫陶によって今の自分があると改めて思う｡

の年男｡再会を約し､鈴木巌さんの発声で学

院の発展と各自の健勝を願って万歳を三唱

まだまだ若き

八十路かな

やそじ

次回は平成三十一年三月一日を予定｡

した｡

風光る

C梶田浩三

いたします｡是

開催する事と

(阿部繁弘･記)

D伊藤異義

･∴∴ 窒

呈'

･∴￠ 洞

凵

ｨ耳

ｨ

bﾈ

ｸ

ｸ

58

Xⅸ42

＼i露蓋

かな晩年を迎えたささやかな幸せを皆々口に

していた｡歓談2時間｡来年は大半が亥の年

C斎藤明彦
C杉本敏郎

D河合

(渡遽泰彬･記)

お願いします｡

非とも出席を

D小川進吾

D戸田暢茂

禎

D佐渡山安彦

猛

E櫛田守陵
E後藤

E阿部美男
E北村和彦

E樋江井誠

平成00年2月3日土曜日に傘寿記念同窓
会を2都制で企画し'1部は母校見学､2部

E寺島久継

鈴木拓先生
安井俊夫敬愛同窓会長
丹羽太一名古屋学院理事長

来賓/4名

は懇親会をいたしました｡

‑部の母校見学には森田祐二校長よ‑学

打ちながらの和気あいあいとした時間を過ご

大島信二敬愛同窓会事務局長

にチャペル前にて記念写真｡2部は会場を北

校の近況及び校舎のご説明をいただき､最後

しました｡

尚､発起人会では､今回の傘寿記念同窓会
了する予定でした｡しかし､参加者よりの熱

を最後に32年卒同窓会の開催をこれ以降終

区｢魚鉄｣に移し､魚鉄の節分料理に舌鼓を

当日の同窓出席者/20名

B大和一成

B石黒三郎

いエールの結果､今後も傘寿プラスαとして

B斉藤豪己

C稲葉晃男

A木下寡夫
B渡遽泰彬

i

̲一一//一一 春日井店⑧請聖二:sh面zUy TEL(052)773‑15間代)指LJ(Lo諸濡瑞1(代) 劔劍

昭和41年に名古屋高校を卒業してから､

最後に｢これか
らも数年に一回開
こう｣ということで

意見が一致し､お

かをかった方は吉田

なお､葉書の届

開きとなりました｡

ても､砂時計がサラサラと止まることな‑濾
31508416)

正臣君(090‑

はや52年が経っていました｡52年と一口に言っ

状態です｡その間､個々のグループの集まりは

(村田格÷記)

までご一報‑ださい｡

れ､気付けば｢古稀｣を迎える年になっていた
あっても､｢年次会｣は一度だけでした｡

｢古稀を記念して年次会を開こう｣と自然

砂田橋で出会った多‑の名車･名高ボーイ
との再会を期待します｡

︻50周年記念同窓会︼
日時/平成00年10月27日㈲
18時〜20時(17時00分受付)
場所/名古屋ガーデンパレス

052‑957‑1022

(名古屋市中区錦)

会費/1万円(左記へ振込み)

普通へ

三菱UFI銀行
尾張新川支店

後藤憲政

口座番号011280‑

口座名

安井喜秀

振込み先

*振込み手数料金はご負担願います｡

の卒代表

呼びかけ人

石黒正造(同窓会評議員)
後藤憲政(同窓会評議員)

石原秀俊

米店名古屋市中区錦3‑14‑15オークラピル3F西店名古屋市西区上名古屋418‑23

に声が上がり､数人の言い出しっぺの協力を得

｢満70才記念同窓会のお知らせ｣

a‑℃

て開催の運びとな‑ました｡文字通り､八方

浜田兼平先生､大野多
合計25名

創業1919年､学校指定制服専門店

手を尽‑して住所､連絡先を調べましたが同

恩師
23名

近藤高司

近藤三夫

CD

級生の十分の一にあたる50名ほどにしか案
果'出席者
同級生

日時/2018年9月9日㈲

受付 12時00分〜

大詰主産

内状を出すことができませんでした｡その結
喜二先生

鶴舞｢気時事｣

日時/平成29年m月8日㈲H時よ‑
会場/一次会場

田嶋伸一郎

為下繁美
津田鎮福
寺島秀明
羽田大輔

豊島裕光

与語更生
●問合せ先/

後藤憲政
〒 4 5 2 ‑ 0 9 4 3

(事務局)

滴須市新清洲2‑48

Eメールnor}BaSa̲gO{○⑤yah88]p

携帯.090‑6099‑5487

NagoyagakuLnhlghschooL69"s

*年次同窓生のフェイスブックを開設しました｡

詳しくは:http://www.0°kuraya.jp

13時〜

O<Or8ヨe〟に

graduaHのBのBbのr

Qj)

乾杯

会場/アパホテル(名古屋錦)E*OELrENT

名古屋市中区錦3‑16‑00

徒歩1分

※東山線･名城線｢栄駅｣(2番出口)
会費/8,500円(当日入口にて受付)
(横井慶雄･記)

今年は｢平成｣も最後の年になります｡我ら

昭和也年卒業組も今年で50周年を迎えます｡

shaE

ビートルズ全盛期の真っ只中に青春を謳歌
し､ジョーン･バユズの､︽we

た当時が懐かしい｡

希望を見出し､‑UNやVANで身を固め

お聞合せ先TEL:(052)528‑5502

加藤勝彦君の店
二次会場 金山｢楽笑｣

我らの願い｣です｡

eD

河野一弘君の店
第二枚歌で始まりました｡お二人の恩師は
記憶も容姿もしっか‑とされ､衰えを感じさ

せません｡同級生の中には襟に校章を付けて
いる人もいます｡52年ぶ‑の再会となる人も

いましたが､恩師と共に盛‑上がった愛校祭'
2時間目の後の早弁タイム､クラブ活動の裏
話､砂田橋市場の衣だらけの10円の串カツを
どの話にたちまちの内にタイムスリップし､楽
しかった項に戻ることができました｡そして

同級生の笑顔や会話に､それぞれの道での努
じました｡

力､苦労をして現在に至った人生の重みを感
最もうれしかったことは'出席者全員が､我

らが学び舎｢名古屋学院｣に愛情と誇りを蒔
心は変わらぬ

ち続けていることです｡まさに､｢星は移れど
敬愛の

繊俄.mm触

""""""1ミ"""" ‑i≡〜 .Tr.ll ‑‑望,こン=韮‑〜‑声たた詰りかにし歌盛出事安口隆催テ

｢ナンバーワンへの挑戦｣

鮎へ

ナシパ

圃
=

坂本精志さん(昭和00年卒)

(ホシザキ･中部経済新聞社)

中部経済新聞のマイウェイ欄に連載され､単

行本化が待たれていた坂本精志さん(ホシザキ

ペンギンマークの付いたホシザキの製品は今日

三国重工榛式会社

株式会社GSユアサ

株式会社会長)の自伝｡

なった製氷機は坂本さんが慶応大学卒業後､初めてのアメリカ視察でヒン

名古屋市中区栄五丁目24番33号

社

では飲食店に行けば必ず目に触れる存在｡ホシザキ発展の起爆製品と

トを得たもの｡アメリカ視察では名中時代から鍛えられた英語が大いに

著書の中ではホシザキの創業時代から世界的企業への発展に至るまで

役に立ったそうだ｡

のか楽しくなる｡最終章には｢坂本語録｣がまとめられている｡｢伸びてい

が興味深く綴られている｡中学高校時代のエピソードも記され'読み進む

る楽界は､皆が注目しているので難しいし､儲からない｣など企業人には示

石黒健吉さん(昭和40年卒)

(山梨日日新聞)

残念なのは非売品なので書店では入手できない｡同窓会事務局で読む

唆に富むヒントが溢れている｡

ことができる｡

｢ホースマン｣

2018年1月Ⅱ日付中田新聞朝刊｢みん

大学卒｡1916年モントリオールオリンピック

なの本｣でも取り上げられた｡馬術部OBへ立教

皆として総合馬術団体金メダル獲得愛する馬と共に世界を駆け巡った

出場｡2002年釜山アジア大会日本代表監

中学時代からの馬術のライバルだった竹田恒和さん(日本オリンピック

石黒健吉さんが半生記を綴った｡

委員会会長)が献辞を寄せ､｢馬術の選手だけでなくスポーツを愛する

クを目指す選手への応援歌となる｣と記している｡

方々に多くの気づさを与える｡2020年重恩オリンピック､パラリンピッ

寺田ユースケさん(平成21年卒)

｢車イスホスト｣ (淑葉壮)

足にハンディのある寺田さん｡信じられないかも

しれないが､在学中は硬式野球部に所属したス

志し吉本興業NsCに入り芸人デビューを果た

ポーツマンだ｡関西学院大学卒業後'お笑い芸人を

すが挫折｡様々な人との出会いの中から'新宿のホストクラブに入店

注目を集めることは｢HELPUsHLを開始して､車イスに乗り全国

｢車イスホスト｣となる｡現役ホストを引退後は運営会社のオフィスに勤務｡

をヒッチハイクで巡っていることだ.rHELPUsHLとは寺田さん曾旭請｡

総合機械商社

ノンホルマリンウッドカーペット

℡ 03(3275)8520

http //www toyoshlma一m CO i p

東京事務所 東京都千代田区内神田二丁目1 1番6号

TEL 052‑571‑1301 (代)

℡ 052(262)7071 (代)

名古屋市中村区名駅2‑42‑5

本

〒450‑0002

本社

車イスで困ったときにそばにいる人に声をかけ押しても).fvつこと｡簡単な

ようでなかなかできない｡車いすの人が気軽に声をかけ､声をかけられた

愛知県にきたときにはチャペルで講演し､後輩たちに感銘を与えた｡

人は気軽に押す､そんな社会になることを願っている｡

ネ当̀ラジオのディスクジョッキーなど活躍の場を広げている｡

代表取締役社長

大塚洋右(昭和50年率)

の7mJk::響慧

公豊馬締業株式会社

最高の品質とサービスを提供する

赤ちゃんや小さなお子様でも安心
プロのすすめるカーペット

宇部興産機械株式会社 日本無線様式会社

様式全社 栗本鉄工所 川崎重工業様式会社

代理店
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名古屋学院に入学する
ことで養われた信仰心

た｡脅学後､彼に会うと'牧師の働きを

チャン｡彼は私の志を知って応援して‑礼

な‑応募したその会社の社長はクリス

ペルがあり､聖書の授

たことを覚える｡チャ

て､信仰心が養われ

入学することによっ

∴高ぶ＼騨∴ ∩ ÷∴ 剌dみ すん i 請 卒) i‑〟

･÷∴ 溝i一人ー ､ー

詰轍iiiiii轍讃開脚 HOSHIzAKIホシサギ株式会社代表晒後金長坂翻意(聞30年

我が同窓生の活躍されている様子が､各
方面から入っております｡日本のみならず､
世界にも雄飛した方もいらっしゃいます｡

(オーケストラ部)に誘って‑れたので入っ

れた｡最初はピッコロ､次にホルンを吹く

ている｡彼は私に楽器を渡し､教えてく
ようになった｡名車音楽部での活動が､私

ターカウンタータを聖歌隊の一員として

昭和五十五年の春､私は米国オレゴン

を大きな舞台に立たせている｡

昭和四十年七月七日愛知文化講堂で
愛知交響楽団の演奏会が行われた｡私

英語で讃美した｡神学校に官学中のこと

竹谷敏朗さん(昭和42年卒)

はホルン奏者の一人として舞台に上がり､

である｡この時､私は主なる神の御業を

ている｡種は小学生のころに植えられた｡

しながらへ私の会社で働いてほしいと懇

業があり､クリスチャ

私は名古屋学院に

いるからである｡

教会にハンドがあって､その演奏を聴‑の

願｡数年後､彼は病の為に天に召されへ会

ンの先生､先輩､同級

を叶える為に､私はアルバイトする｡何気

州にある教会の講壇に上がって'イース

ている｡高校一年の時であった｡以来､高

アルルの女､未完成交響曲などを演奏し

讃えることに大きな感動を覚えた｡留学

が好きだった｡その教会に名高生がおら

社が混乱する｡その時'神はその会社の

が､豊かな人生へと

生たちとの触れ合い

校卒業までにい‑つかの演奏会に出演し

れ'私が名車に入学した時に､音楽部

ために私を働かせ､彼の起した事業を某

(異文化理解研究推進会チャプレン)

私を導いてくれた｡

大企業の子会社に吸収させる道を開い
て‑れた｡神は信じる者とともに働いて'

この時､私は確信する｡

最も適切な時に用いてくださることを､

平成十四年秋､私は恩師の築いた活動
らである｡その活動は今も続く｡神が

を引き継いだ｡彼が志し半ばで倒れたか
折々に必要な助けを確かに備えて守って

ど

.ヽ'.I,

笑も 顔い ほし ●

｢

∴ a I.kma.. ∴∴ ∵

(平成3年卒)

練習球ですらピカピカになるまで磨き上

た｡試合球は言うまでもありませんが'

我々世代のラグビーボールは革製でし

ぎかも知れませんが‑‑)｡

の商売に通ずるものを感じます(言い過

時代に身に付けたボール磨きは､今の私

そうです､名古屋学院高校ラグビー部

﹃いらんものは米兵へ売ろう‑﹄のラジ

げました｡革製のボールが光るまでピカ
ピカになるまで唾液をかけ軍手をはめ手

｢KOMEHYOLを

大須

ご用命は家具の街

ラグビー部の経験が
今に活きています
石原卓児さん

お蔭で､中部地区の皆さんには知名度は

オ､TVCMを20年間ほど放送していた
ち‑ますが全国ではまだまだです｡これ

ル磨きで精神を鍛えたと言っても過言で

からも大都市圏や世界に進出し､リユー

で磨きあげました｡試合へ練習前のボー
はあ‑ません｡コツコツ厭さすにボールを

スのリーディングカンパニーとして､信頼し

そしてIoo周年､300周年企業

ご愛顧の程､どうぞよ

宏一郎(昭和61年率)

代表取締役林

㈱コメ兵の石原です｡
在学中はラグビー部に所属し､高校3
も厳しかった気もします｡

日々磨く｡今振り返るとボール磨きが最

目指し､コツコツ誠実に商売しっつ挑戦す

の創造に挑戦してまいります｡

て売り買いのできる健全なリユース市場

えました｡70年前か

る姿勢を忘れず企業価値向上に努め､お
客様に選ばれるコメ兵を目指していきた

なった物を換金し､
必要としている人に

ら適切な利益を上

ろしくお願い致します｡

卒業生の皆さんも

いと思います｡

げていく｣これが現

商品を買取りし､毎

毎日お客様から

商法の原型です｡

在につながるコメ兵

世の中に貢献しなが

安‑供給してい‑､

ら｢誰かの不要に

に創業70周年を迎

私が経営しているコメ兵は2017年

年生ではキャプテンもさせて頂きました｡

iii繚＼蕊 ∴∵＼

それゆえ私の高校生活の思い出と言え
ばラグビーです｡

瀬野111㌔短
∴∴

日買った商品の真贋
をチェックし'毎日お

客様に販売する商
売です｡商売‑商い
(あきない)､商売人

は毎日あきずにコツ

コツ誠実に商いする
事が成功の秘訣｡

一足飛びの成長な
どあり得ません｡あ
に毎日行う｡

きずにコツコツ誠実
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笑顔でお手伝い

〒鮒001 1

TEL(052)241‑1814
FAX(052)263‑0365

名古屋市中区大須3‑19‑1 (赤門通り)

00

●営業時間/AMIO i OO〜PM7

私を教会に導いて

(平成4年卒)

くださった2人の先生
藤野俊之さん

もう一人の先生を紹介したい｡横江

功先生である｡先生は私が中‑の時に
教えて‑だきった｡その修養会の後に､私

行われた修養会で聖書のことを熱心に
は初めて瀬戸永泉教会の門をくぐつた｡

書の会で先生として奉仕されている｡私

ﾒ
添※ ∴∴

今､横江先生は瀬戸永泉教会で文語聖
も毎回ではないが､この会に参加している｡

i灘撫高藤へ頼宏(脚48年卒)
‑∴∴∴∴∴

∴∴

8y>Xｹﾂ 詛ﾇ陳 r ∴∴｢∴∴ 繚名北会

添熊

早いもので'私が瀬戸永泉教会に導か

れてから一昨年で00年を迎えた｡紆余

学院と大学を卒業した後､私は福祉

歩みが守れたことに感謝したい｡

曲折があ‑ながらここまで教会生活の

は､聖書の教えと､澄田先生の﹃コツコツ

している｡何とか日々を乗‑切っているの

接でお逢いしたのが､澄田新先生だった｡

佶ﾂ
嘩∵∴

施設の現場で試行錯誤しながら仕事を

この先生な‑して今の教会生活はなかっ

と自負している｡

だ﹄という言葉に支えられているからだ

私が名中の推薦入試を受けた時'面

た｡何しろ教科が聖書であったこと､そし
て申‑の担任の先生であったことがその
仕をされたこともある｡先生の口癖は

証しだ｡先生は､瀬戸永泉教会の説教奉
﹃コツコツだ﹄だった｡敬袖愛人をモットー

という言葉はないが､日々コツコツ歩むこ

とする名古屋学院｡聖書に﹃コツコツだ﹄

との大切さを聖書は示しているのではな
いだろうか｡

懸'態綴駄
∴. :∴ ∴∴ ∴‑∴ 劔∵ iii＼厄 ∴丁 剪
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紅白出場後'

(平成5年卒)

ニューヨークに移住して10年
後藤和幸さん

た｡当時は思い切った選択をしたかもと
思いましたが､今は想像していなかった

幸せや経験を手に入れる事ができまし
た｡音楽業界もリセッション手前の時期
だったので進路をかえるにはいい時期だっ
たのかもしれません｡

現在10年目になります｡アメリカ､ニュー

2008年にニューヨークに移住し'

ヨーク州認定のマッサージセラピストとし

1日の大晦日､私は

nobody

て､また二児の父親としてブルックリンで

2004年12月3

紅白歌合戦のステージに立っていました｡

生活しています｡しかし､忙しすぎる

knows十のgIto日としてNHK

いないヒップホップアーティストとして異

ラッパー､米国ニューヨーク州認定マッサージセラピスト｡NHK紅白

歌合戦に出場した唯一の卒業生｡現在ニューヨーク､ブルックリン在

表紙にスケッチを描いていただく薮野健先生も長年

住｡兄の三幸さんは平成2年卒｡清水口交差点西に古くからある八方寿
司の大将｡｢敬愛｣

の常連､名古屋に帰ると顔を出す｡写真はたまたま帰国していた後藤さ
んと八方寿司の前で撮ったもの

Gi(/誓 :∴ ∵∴

名古屋在住､芸能事務所にも所属して
NYをそろそろ離れようと考えていま
所､住みなれたアメリカの良さ､家族の将

例の出演依頼でした｡高校在学時から

来を考え日本も含めどこに移住しょう

す｡海外に出て分かる日本の長所や短

のラッパー先駆者としての活動が実を結

冓+

一i遵/

b

義̲)iti 啌

クラブミュージックに興味を持ち､名古屋

んだ瞬間でした｡一気に全国に名を知

か検討中です｡何処かで会ったら声を掛
けて下さい｡誰も知らない変化を求めて｡

られ､全都道府県ワンマンツアーもしまし

ｶ

窒ﾄ

臆

た｡が､大きな波の言いなりになるより

も､変化を求め2001年脱退しまし

♪I

ワシントンD.C.､

国際法､名古屋高校

成1 5年に名古屋高等学校を卒業しま
した｡卒業後は上京して慶應義塾大学
法学部･同法科大学院に学び､平成22年

に司法試験に合格しました｡翌年に司
習を経て､平成24年に弁護士登録し､東

法修習生となり､四国･松山での実務修

京の法律事務所及び国際機関において
の予定で､ワシントンD

Cに所在する､

執務しました｡平成28年からは'二年間
ジョージタウン大学ローセンター(法科大

学院)に留学してお‑､現在､修士号取

ル(法律専門雑誌)の編集に従事してい

決は'五〇年以上を経た現在においても､

変化に左右されず､はや‑磨‑のない､

友好の象徴として日本から送られたポ

けることができます｡毎年春には日米

夏にはホタルが舞い､秋にはリスを見掛

た｡都心で生活しているにもかかわらず､

cに転出してから一年半が経過しまし

脅学のため米国の首都･ワシントンD

横田先生は､研究者として国際法学界

高校)の卒業生でいらっしゃるからです｡

郎先生が旧制名古屋中学校(現名古屋

は､国際法の第一人者である横間喜三

に､名古屋高校が思い出されます｡それ

なっていますが､国際法と向き合うたび

と､近年は国際法に接する機会が多‑

のの大切さを感じます｡現在から五〇

らこそ'時代が変わっても変わらないも

で'このような急激な変化の中にあるか

目の当たりにしてきました｡ただ､他方

以来､様々な変化を変化の中心近‑で

施など'私がワシントンD

Cに転出して

新政権におけるこれまでにない政策の実

し烈を極めた大統領選挙､政権交代'

よう滞進してまいりたいです｡

座を探求し､事件の解決に反映できる

の法律家人生を通じて､そのような視

あるか模索の途中にあ‑ますが､将来

まだ修行中の身であるため､それが何で

れたからではないかと思います｡私は､い

トマック川の桜が満開となり､街全体が

をリードされるのみならず､昭和35年か

ます｡

その話題でもちきりになるなど､日本と

であ‑続けているということは､時代の

年以上も前の学説や判例が今なお指針

私は'愛知県半田市で生まれ育ち､平

1年までの間､最高裁判所長官を

国際機関勤務､それに続‑米国留学

普遍的な要素を当時既に見抜いておら

得を目指して授業を履修する傍ら､ア
ドバイザーとして国際法のローシャーナ

ぺ

8ｴY

今なお判例として実務の指針になってい

諜繋諾驚..a..黒 剪

ます｡

∴∴｢.∴二

ら同4

(平成15年卒)

∴‑∴∴∴

務められ'裁判長として関与された判

榊原洋平さん

田欝謬今＼､ 冓＼1年｡轡犠騨 劔>B ･ゝ

の縁が深い都市でもあ‑ます｡
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｢伝えたいこと

‑

感謝すること｣
バレエで世界へ=⁚
太田寛仁さん(平成29年卒)

ることは､オーディション活動に良い影響

大学受験に燃える仲間と共に生活す

り前のことかもしれませんが､誰よ

とても幸せな気持ちにります｡当た

の公演を観て喜ぶ家族の姿を見ると､

‑で感謝の毎日です｡新国立劇場で

を与えてくれました｡目標は違ったけれ

りも心配し､期待し､応援して‑礼

晴らしいものになりました｡

方と2つ下のクラスメイト達のお陰で素

ども､一緒に戦っていると感じさせてく

からだと思います｡

ている存在として意識し続けている
今は､バレエ

また､自分を応援し､支えてくれてい

れたことが大きな力となったのです｡

団でよ‑一層

高校3年の夏から休学し､ワシントン

る人に本気で応えたいと思うことが増

活躍する事が

Cとサンフランシスコで2年間のバレ

D

えました｡沢山の出会いに恵まれ､多く

の感謝の表現

の人に沢山お世話になったことでそう
改めて考えるようにな‑ました｡無事に

習や努力によ

方法です｡練

エ留学を終え､バレエ団オーディションが

卒業し､オーディションに合格できたのも､

自分にとって

生方の力強い後押しによ‑名古屋学院

相談にのって‑だきった‑応援や励まし

る自信だけで

いった人達の存在をそれまでよりも感じ､

に復学｡高校に通いながらオーディション

ち‑､支えて‑

制の学校への転校を迷っていたところ､先

を受け続けることにしましたが､あと1

の声をかけてくださる先生や､｢先輩､先

れている人々へ

名古屋支店

上手くいかず日本に帰国｡復学か通信

年でどこのバレエ団にも入ることができ

メイトがいつも近‑にいてくれたからこ

輩1｣と尊敬し親しくしてくれるクラス

の感謝の気持

覚悟でした｡

そです｡9月から新国立劇場バレエ団で

FAX(0566)81 ‑1 258

TEL(0566)82‑881 8

なければバレエを辞めて大学受験をする

卒業することだけが目的だった高校

ず､その積み重へ

ちを常に忘れ

愛知県知立市牛田町前田5番地の1

〒472‑0007

FAX(052)751 ‑6401

TEL(052)75十6400

http://www.sakurayamashacom

〒464m3名古屋市千種区大島町一丁目1 7番地

轟egusa@sakurayamasha.com

E一mall meFhan@crOcus ocn ne ｣p

℡ 052‑853‑5678

社

本

働いていますが､今もバレエ団の先生や先

江華三四朗(平成9年卒)

SAK｡RA,AMA州A

大里一郎(平16卒)

羅桜山社代表

生活は､温か‑迎え入れて‑れた先生

ん

ねも成長する

16

せ

に

名古屋市瑞穂区中山町5‑9‑3

〒467‑0803

ま

本

力とし､結果

鐙歌､俳句､自分史など

製造･施工･販売

み

か?

体験

して

や

名阪興業株式会社
㊨ 大里健二(昭46卒)

エッセイ､紀行文､写真､

交通安全施設

品

を

作

の

な

た

あ

に繋げていき
たいと思います｡

人生の大きな区切り､第2の人生に向けた一冊を

21勉出艶鵠駿

椀頚鶉鼎

動懸態別離翫断蹴
宗教部長

大薮博康

2018年1月4日㈱午後2時よ‑､2015年度卒業生

成人記念礼拝が行われました｡今年は500名ほどの同窓生

広小路通り上)に西洋建築が姿を現した｡

して語っていただきました｡私たちには様々な希望があります

礼拝のメッセージでは小林光学院長が｢希望を持つ秘訣｣と題

災が発生｡名古屋では多‑の家屋が倒壊
したが､幸い校舎は屋根の一部のみの損

翌年10月28日'尾張地方に濃尾大震

健

二紀会副理事長へ府中市美術館館長､日本芸術院会員

ロー･名誉教額

昭和37年名古屋高校卒､洋画家､早稲田大学栄誉フェ

画⁚謡野

翳諮蟻擬製濁鈍鶉葡轡⑳灘鰹

名古屋英和学校創立3年後､明治23

当時は見物人でにぎわうほどの美しい洋

年､南武平町校地(現在の中区役所付近

との再会を喜びあう姿があり､話に花を咲かせていました｡礼拝

館だった｡しかし､その後この洋館は数奇

快晴の下､2時頃にチャペル前に集まり始めた同窓生が､友達

保護者の方々と共に礼拝をささげることができました｡

の讃美歌や校歌を歌い､主の祈‑を唱えて‑れました｡母校の懐

が始まると懐かしいような照れくさいような感覚で､ひさしぶ‑

が､神様のご計画が成就するところに希望があると語ってくだ

通りの東詰めにあった洋館は､千種方面へ

傷であった｡7年後の明治50年'広小路

な運命を辿ることになる｡

さいました｡人生には喜びも悲しみもあ‑ますが､すべては神様

かしい思い出をめぐらしてくれているように思えました｡

のご計画の卜にあることを信じる生き方ができればと思います｡

の道路の廷伸工事に伴い､長久寺町へ移
築されることとなる｡笹島駅前から栄ま

また敬愛同窓会会長の安井俊夫さんから式辞をいただきま
した｡同窓生へ向けて｢平和｣｢国際化｣｢友情(同窓星の絆)｣と

校舎の移築は6月18月にかけて精

で市内電車が開通したのもこの年だった｡

1月23日､3月19日､5月14日と3回に

は昭和幻年

いう3つのキーワードを中心に語ってくださいました｡これから

力的に行われた｡8月中旬には現在中京

急激に変化する社会の中で､一人一人が生きてい‑ために､心

教会のある場所に移築された｡周辺に宣

と思います｡年次会のメンバーを中心

念礼拝は同窓会のはじま‑でもある

つ挨拶してもらいました｡この成人記

を隔てて聞こえて‑る生徒たちの声は画

た葡萄色の校舎はこの時のものだ｡時代

を自由に行き来する薮野画伯の手で蘇っ

教師館'寄宿舎なども建てられた｡時代

会の信徒たちから再び送られてきた献金

無謀な戦争の結末だった｡戦後､米国の教

に米軍の空襲によって失われたのである｡

徒たちの献金で建てられた校舎は55年後

礼拝後､年次会(同窓会評議委員)のメンバー5人に一言ず

に刻んでおくべき言葉だと思います｡

にして､よい同窓会がもたれますこと

百年史に掲載されている南武平町の校

伯のイマジネーションが引き出したものだ｡

を財源として大事校地が購入された｡二

米国メソジスト･プロテスタント教会の信

を祈っています｡そして同窓生の絆が

度にわたる米国の信徒たちからの贈り物

わたる空襲で炎上､焼失した｡

これからも続いていくことを願ってい

興味深い｡縦長洋風窓の鎧戸はそのまま｡

舎と長久寺の校舎の写真を比較すると

20‑5年度卒業生一人一人そ

ます｡

泉

を私たちは記憶に留めなければならない｡

秋垂
の向唐(むこから)破風と2つの暖炉用と

ところが新築当時の洋館の屋根には4つ

名古屋高等学校

第十九代校長

昭和41年名古屋高校卒､名古屋中学校･

文

して､保護者の方々の上に神様の祝福

定し､校地の拡張､体育場の建設などが

大正7年ころから名中の生徒数も安

な切妻屋根に変貌した｡

舎にはこれらのものが取り払われ､単純

思われる煙突が出ている｡移築された校

をお祈‑いたします｡

午後2時よ‑

田圃田園田園田園田園四囲閉園隅田固
日時/2019年1月4日㈲

20‑6年度卒業生には別途葉書にて連絡いたしますので'

場所/クラインメモリアルチャペル

皆さんお誘いあわせの上ご出席‑ださい｡

Hｴ

ﾉ

｢鵤

TELO52‑871‑7151(代) 况

疫欝｢

ﾄﾘ

､)

ｴ

●I

G』狗波ヰ馳

ADVANCEDTECHNOLOGY合金めつきのパイオニア

株式会社興和工業所

六車謙一(昭20卒)

六軍需夫(昭50卒)

本社名古屋市瑞穂区ニ野町2‑28

http://www.at‑kowa.co.jp/
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リオ五輪総合馬術に出場̀

︻大岩義明さん｢馬術の五輪

森田祐二先生の
校長就任を
祝う会が行われました

出席しました｡

悉会事務所を訪問
20‑7年日月20日

8日

に来て下さいました｡

昭和33年卒の石井裕さん
と阿知波義和さんの2名が
怪校と同窓会事務所へ遊び

2011年12月1

て下さいました｡

浅野光夫氏(昭和1

です｡

1年率

鈴木友則氏(昭和1

昭和4

8年卒)

8年卒)

村田格一氏

高橋基先生(昭和26年率)

大橋

清氏(昭和18年卒)

兵藤正夫氏(昭和1

法務大臣表彰

8年卒)

2017年4月H日に体調が急変し救急搬送｡懸命

名古屋高等学校教諭(1957年〜1991年)
の治療のかいを‑'翌12日に逝去されました｡

名古屋学院大学同窓会事務局 460‑0 02名古屋師区丸の内1‑17‑19キi)ツクス丸の内ビル7階 T乱052‑212‑9301FAXO52‑212‑9302 ⑬関東/三重/石liV訓/耕/岡山(中国.四国繍着 発iiⅢ正和匪【●寛徽●ー〃〃

代表同士で結婚｣
平成29年4月23日㈲'アンナンブルー栄店に

て｢森田祐二先生の校長就任を祝う会｣を開催

総合馬術の大岩義明さん(平成7年卒)は､

出席を賜‑､平成2年卒のバレー部oB9名が

介先生'高校バレー部顧問の守屋博三先生にも

高校バレー部のスーパーバイザーだった柴田洋

2017年7月9日に障害馬術の武田麗子さ

★馬術の五輪代窒同士で話婚

んと神戸市内で結婚式を挙げました｡
2020年の東

同時出場を目指

京五輪での夫婦
州能生した｡総合馬術の大岩韻

馬術でともに五輪代表のカップル

さいました｡

昭和44年卒の後藤憲政さ
んが年次会の開催準備の為
に同窓会事務所を訪れて下

しているそうで

●出席者は次のとお‑｡(敬称略)

柴田洋介先生
守屋博三先生

2018年3月28日

昭和47年卒の清水豊さん
が同窓会事務所へ遊びに来

2018年3月20日

森田祐二校長先生
市内で結矯式を謎
2人は欧州一往堰

けた｡

蒲

博隆

加藤陽一
服部賢三

淳

鬼頭秀彰

堀場裕史

尚

て下さいました｡

昭和47年卒の金利廣さん
が同窓会事務所へ遊びに来

阿知波義和さん(中央)

確認のとれているご長寿になられた同窓生の皆さん

★今後､同窓会事務所を訪問していただいた方々を順次ご紹介をしていきれ､と考えています｡

加藤富士夫氏(昭和18年卒)加藤正雄氏(昭和18年卒)

コンサートと併せて母校に見て触れて覗いてみて

す｡

(高橋

昭和51年卒)

治

ると思いま

に微笑み
新しい母校
の発見があ

サプライズ

きっと良き

く だ さ い

ンサートに足を運んでみてはいかがでしょうか｡

も後輩もホームカミングディのつもりで､Ⅱ月のコ

﹃敬愛﹄誌をお読みの卒業生の皆さん｡先輩

かを光りでした｡

まるでグランドの生徒を見守るかのような柔ら

(鬼頭秀彰･平成2年卒)

吉田

二村仁志

安 藤

要

｢支えてくれた

遼
点に猿を麿いてお
り'2010年に

ドイツでの食芸で知り合ったと

いう｡8葉京五輪では夫婦で出

飯 田

す｡大岩さんは､

人に喜んでもら
えるように｣と

とも報じられま

決意を示したこ

した｡
ともっと上に管＼ことで､支えて

塙の可能性もある｡大岩は｢もっ
くれた人が少しでも畠んでくれれ

ば｣と決意窒示した｡

pTA主催名古屋学院
チャペルコンサート

ト﹄が催されています｡クラツシックやアニメソング

吹奏学も参加し﹃名古屋学院チャペルコンサー
など日ごろの練瑠風景が見てとれるような質の

シャンソンやら､PTA･クラインシスターズの方々

高い､熱のこもった演奏が楽しめ､ゲスト歌手の

‑上がりました｡

による心のこもったコーラスも加わり､大いに盛

桜の花や新緑に青々と照らされたチャペル､晴

天の秋空に映えるチャペル､北風に吹かれながら
威厳を掃って立ち尽‑すチャペル｡在学中､いろい
ろな顔を見せて‑れるチャペルでしたが､赤黄の
木々に包まれたチャペルはしっと‑と燥々しく美
しかったです｡コンサートを終えるとチャペル前の
大きなクリスマスツリーに明かりが灯ってました｡

開催場所:名古屋マリオットホテル(予定) 開催日:2018年11月25日(日)(予定) ※上記開催概要は予定です○※詳細につきましては､同窓会ポームページで告知させていただきます｡

石井硲さん(左)､
笠さん

後藤憲政さん(杏)
海水
麗ん(右)
仝刺

【
致しました｡

中日新聞2017年7月12日朝刊

毎年Ⅱ月にPTA主催によるオーケストラ部､

【

意

同窓会や学校の名をかたり'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

個人情報の第三者への提供について

事務局長/大島信二(昭和47年卒)事務局員/蒔田みすゞ､中村利夫子

年度3千円
敬愛同窓会の維持発展に日頃ご協力を賜り
厚‑お礼申し上げます｡

(上記図を参照)

います｡

曜苧重し醒灘鞋

平成三｢年度の会運営と母校の支援のため会
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

(052‑722‑2835)ください｡
ケイアイドゥソウカイと

ATMから同窓会事務局あてにご納付下さい｡

品等の販売､広告掲載の依頼等が行われた‑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｡

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

同窓会会員に関する個人情報の取扱いについて

律｣が施行されたことに伴い､左記の方針に基づき､同窓会貝の個人情報の

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｣二伸

個人情報保護に関する法令等の遵守について

保護に取‑組んでまいります｡

l

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

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

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

本会は､個人情報を決の目的のために使用します｡これらの目的以外

個人情報の使用日的

(文部科学省告示第1‑1号)｣筈を遵守します｡

2

に使用することはあ‑ません｡

①会報｢敬愛｣の発送
の会費納入のお願いの文書の発送

の総会(支部総会を含む)年次会評議員会等の開催通知の発送

㈲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

屋高拳学校を含む)が行う各種事業及び行事に関する文書の発送

員の個人情報を第三者へ提供することはいたしません｡

00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りますが'当該委託にあたっては､委託する個

㈲本会は､前条の0､のの発送のために､必要な雄園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

名古屋学院蟹掴畿

今後の｢会員名簿｣の発行については､この法律の施行に伴い'今後､慎重

｢会員名簿｣の発行について

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

に検討してまいります｡

I
:
Ii
,
,

a

電話052‑721‑5271 http//wwwmelgakuacip/

名古屋市束区砂田橋二丁目1番58号

〒461‑8676

窓会

敬愛同

会費は年度会費(年間三千円)か終身会費(終

●口座種別2 当座預金
●口座名義名古屋学院敬愛同窓会

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

安井俊夫

●店名〇八九(ゼロハチキュウ)

e振込全額･名前･
O｢0038305｣とeナコヤガクイン

身三万円)の何れかを選択下さい｡

●金融機関名ゆうちょ銀行

‑///

行

発

一､

年度会費､終身会費納付者芳名は永久保

(既に終身会員の方は不要です｡ )

払込人住所氏名･
通信欄に記載されて

置斗麗躍､

存簿に記録いたします｡終身会費の一部を同

(平成25年度卒〜平成29年度卒は免除)

栄 (A)は払込取扱票の

入力する
表示される
国闇闇

顧闇聞
選択する

番号(A)春を
ケイアイドゥソウカイと
入力する
選択する
入力する
｢ゆうちょ銀行｣を

e｢当座預金｣を
e店名｢〇八九｣と
o振込銀行

敬愛同窓会会長

●終身会費3万円

e事務局へご連絡
e振込金額を入力する
e｢0038305｣と入力するeナコヤガタイン
0｢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ります｡

ATMでの振込方法

●口座番号0038305

1ゆうちょ銀行からゆうちよ銀行(こ振り込む場合圏
表示される

※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｡

噛→醒→国→灘鞄→

2他銀行からゆうちょ銀行に振り込む場合(ロリンフ7=リーマート等のATM)圏

※銀行のキャッシュカードが必要です｡

