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e国公立大学に164名が見事合格!!

2019年大学人試

合格状況

e地力を高め､活躍の舞台を広げる部活動
e深まる理解と､通じ合うココロ

絆を確かめあう､我が年次会

eさらに翼を広げ､羽ばたく学友たち

活躍する同窓生

e来たれ!名高BOYl!

卒業50周年記念同窓会案内(昭和45年率)
e2019年度

名古屋学院

主題聖句

｢愛を身に潜けなさい｡愛は､すべてを完成させるきずなです｡ ｣
コロサイの信徒への手紙第3章14節
題字は元名古屋市長 杉戸済民(大正9年卒)

願っている｡

五千人の会員の皆様と手を携

ポスト平成への出発点となるA

代の大きな変化の節目の年と

思われる｡まず､その第一

高齢化による変革がいよいよ本

‑年百万人単位での人口減少に

紀の半ば過ぎには我が国の絶入

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

下となることが確実視される｡

の中での児童､生徒､学生が減少

い学校経営などについて厳しい膳

される｡特に私学間の競争が激

までの仕組みの枠を乗り越える

(昭和31年卒)

第
一 一点は､国際化への対応であ

発足して一一〇年の節目の年である｡愛知県

る｡近年は､それに対応するため

安井俊夫
応援しよう｡

内の中学高校の同窓会としては､最も古い､歴

点からの物や資金の交流のみなら

全般が､つながり動‑ために一

史と伝統のある同窓会組織であり､今年が更な

ものの見方､考え方の交流までが

新元号のスタートする本年は､敬愛同窓会も､

る発展への節目の年となることを期待し､二万

敬愛同窓会会長
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愛を身
生きる
14節の御言葉です｡この聖句がクラインメモリア
ル･チャペルをはじめへ各教室や会議室にも掲げら

きずなです｡｣コロサイの信徒への手紙

第3華

に着けなさい｡愛は､すべてを完成させる

きます｡避難行動が習慣として身に着いている

ればこそへ突然起こる災害に対応することがで

からです｡毎朝の習慣がそれを可能にします｡災

体操の一つ一つの動きや順序まで身に着いている

督｣という詩をご紹介します｡｢いかなる時でも

キリスト者の詩人､八木重吉の詩の中から､｢基

ではな‑､常日頃の積み重ねが大切です｡

からです｡従って､身に着けるためには一夜漬け

害時の避難も同じです｡いつも避難訓練をしてい

れ二年間の歩みを支えます｡

｢愛を身に着けなさい｣と聖書が語る時の
葉が指し示しています｡｢互いに忍び合い､責める

/基督がみてゐるとおもふべきである/いかなる

日々の学校活動において培われた､｢他者を慈し

榛http://www一meigakuーaCーjp/

｢愛｣とは何でしょうか｡それは､前節13節の御言

べきことがあっても､赦し合いなさい｡主があなた

時も/基膏を仰いでゐるべきである/喜びの時

ら/怒れる時も/憎んでをる時ですら/忙しい

じょうにしなさい｡｣すなわち､わたしたちの罪

時も/暇な時も/できるなら夢の中ですら/慕

がたを赦してくださったように､あなたがたも同

さげて､わたしたちの罪を赦して‑だきったキリ

を十字架の上ですべて担い､ご自身の尊い命をさ

いかなる時でも､キリストが見ていると思いな

督と離れる時､すなわち命から経るゝ時である｣｡

このキリストの十字架の愛をわたしたちはどの

ストの愛です｡

りましょ､つ｡

がら､キリストによる放しの愛を身に着けてまい

ない｡友人といつも一緒にいると､その人に雰囲

む心､他者への愛｣に他ならない｡名古屋学院の

名古屋中高で学んだ生徒が獲得した
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敬愛同窓会の皆様の上に､､王イエス･キリストに

よる祝福をお祈りいたします｡いつも愛する母

が｡たとえば'朝､ラジオ体操をしている人は曲を

東京女子大学というキリスト教主義学校があ

いれば､その学校の持つ雰囲気や絹神と言うもの

が体に染み付いていくこともあるだろう｡それほ

気や考え方が似てくることがある｡同じ学校に

して第2代学長は安井てつ氏といい､女性に対し

どに｢敬神愛人｣というスクールモットーは名古屋

る｡初代学長はクリスチャンであり､札幌農学校

て大学教育の門戸を開放し､キリスト教主義に

伝統の一つとなっているそうだ｡"something‑症

る｣という安井てつ氏の言葉が､東京女子大学の

るような､あるいはその生徒､そのクラス､そのチ

som♀hmgは､それに触れた人が誰しもほっとす

それはチャペル礼拝､聖書の授業だけでな‑'

学院に連なる人々の心に浸透している｡

のためにという寛容さなど､キャンパス全体を包

some芋ngは'卒業後も｢何かのための人生では

えるだろう｡

ームから立ち上る独自の香り､共通の精神と言

がら歩みを続け､簡単に答えはこれだと言わな

教主義学校における学び､常に真理を探究しな

けて歩みを続けて欲しい｡

香‑をずっと醸し出しながら､各自の目標に向

となることだろう｡中高生時代に身につけた良い

荏‑､誰かのための人生｣を歩む上での豊かな礎

気､｢キリスト教の香り｣と言ってもいいかもしれ

感じている｡他校にはあま‑感じられない雰囲

名古屋学院にもこのsoBe巨ngがあると私は

い､サムシングがあるということだ｡

いるのだと｡そこで学んだ人には分かるキリスト

む独特な雰囲気を指し､今日まで受け継がれて

キリスト教精神がもたらす自由な学びや､他者

｢ここで学んだ人にはわかる㍉oBe葺ng､)があ

立脚したリベラル･アーツ教育を行った女性だ｡

で内村鑑三氏と同期でもある新渡戸稲造氏｡そ

聴いただけで体が自然に動き出すことでしょう｡

ようにして､｢身に窟ける｣ことができるでしょう

森田祐二
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校のために尽くし､多くの卒業生たちを結ぶ尊い

さて､2019年度の主題聖旬は､｢愛を身

高等学校校長
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お働きに感謝いたします｡

So雪の吉山ng

名古屋中学校･

9.,⑤461‑8676名古屋市東区砂田橋2‑1‑58電話052(721)5271

鍛え上げた能力と'友と交わりへ共に学び､喜び､互い

に止々堂々と向き合い､支えあうことで磨きあげた

八年度卒業生諸君の努力に敬意を表すると同時に､

一体となってのサポートの賜物だといえよう｡二〇一

二五名(内現役三名)の合格者が出た｡これらの成果
は､生徒の頑張りはもちろん'偏に保護者教員OB

には七名(困現役二名)､私立大学医学部医学科には

志望者の健闘も目立ちへ国公立大学医学部医学科

共に歩むことができるということである｡そして､｢敬

｢愛人｣が表すこととは､異なる他者を認め'尊重し､

何を目指してい‑のか｣を踏まえた上で探求し続け

知ることで'而解の無い間に対して｢自分とは何者で､

る｡過去と現在を知り'異なる価値と出会い､自分を

人間性とを持って卒業したはずである｡名車名高の
卒業生は､建学の満神の体現者として､未来の世界
を支えるべき存在である｡｢敬神｣の示す動態とは､
神を敬うことから得る謙虚に学び続ける姿勢であ

新天地での活躍を祈念する｡一方で､残念ながら希

人間のことであ‑'それは同時に､己の社会的責任を

神愛人｣の体現者とは､他者のために'チームのため
に､社会のために自己を鍛え努力することができる

勇気と自信を持って再び挑戦してくれることを信じ

自覚した存在であるはずである｡これこそが､｢緒神
であると信じる｡

の紳士｣であ‑､名中名高の卒業生であることの誇り

二〇一八年度名古屋高等学校卒業生諸君'建学

卒業生諸兄は､名古屋中学校高等学校での三年

ている｡

ることができる､未来を創る人の学びの姿勢である｡

練だが､本校で培った様々な力と､受験の経験を糧に､

望が叶えられなかった諸君は､これからの一年間は試

二〇一九年度大学入試状況進路指導部長立石陽一
名高生大健闘
東大3名'京大4名'
名大14名､

国公立大学医学部医学科に
7名目⁚
三月一九日持古牛での大学合格状況は次の通りで
一五二名(内現役五九一名)となっている｡

ある｡園公立大学一六町名(内現役一〇一名)､私立
大学

の精神の体現者として'この学び舎で得た自信と誇

そのうち難関国Lv一〇大学に三七名(内現役二二

しても失敗と挫折を恐れず挑戦し続けていくことで

間､または､六年間､｢敬神愛人｣の旗の卜'何事に対

四私大には三九九名(内現役二一四名)

‑を胸に､全ての事に感謝して'困っている人

が合格を果たした｡また､年々増え続けている医学部
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看国公立大学

聞出剛剛剛判姐

ちしてお‑ます｡

高校1年生と共に創立記念礼拝を
行います｡多‑の方々のこ参加をお待

田園図‑図四回国圃圏

六月二十八日㈲

"田園劇団葛

(TELO52‑721‑5271)

又は､本校事務局までご連絡下さい｡

(http＼＼wwwme︺gakuac︺p＼)

本校ホームページ

合音園田葛

クラインメモリアル･チャペル

"回書園田葛

七月二一日㈲午前八時二十分から
高一チャペル礼拝
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航(退職)

下申裕貴(退職)

楠本茂貴(再雇用講師)

兼信俊宏(再雇用教員)

へ教諭

＼教諭

教諭

へ教諭

中学教頭

高校教頭

枝 長

安藤

大薮博康

永田久喜

永尾孝広

森 円 祐 二

四回‑回田回国国酉国

宗教部長

立石陽一

仁

進路指導部長

教務部長

杉原辰雄

/呂尾英俊

図書･情報部長

宮田淳弥

生活指導部長

入試広報部長
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生活指導部長

宮尾英俊

運動部では､中学高校テニスへ水泳(競泳水球)へ高校
に山場した｡

陸上競技､ラグビー､文化部では､高校文学部が全国大会

︻中学テニス部︼
個人戦ダブルス

ベスト16

第4位

大矢祥生(4年)

︻中学ラグビー都︼
準優勝

決勝
ラグビースクール

名古屋中12(前半0‑15)15名古屋

第29回愛知県中学校ラグビーフットボール大会(Io月)

︻高壁フグピー部︼
(8月)

第14回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会

安藤優希(5年)と加茂野幹汰(5年)の2名が

U17東海ブロック代表として参加した｡

種別
プレート2位(全国5位)

全国高等学校ラグビーフットボール大会愛知県大会(Ⅱ月)
ラグビー(愛知県選抜10月)

準優勝 決勝 名古屋10(前半3‑58)幻中部大春日丘
福井国体

︻高校陸上競技部︼
6位入質

第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(8月)
松本直樹(4年)

3000m競歩

第3位

岩堀刷己(5年)

第21回東海新人陸上競技選手権大会(Ⅱ月)
1‑0mハードル

︻自転車競技部︼

愛知県新人体育大会､兼全国高等学校選抜自転車競技
第6位

馬場徳通(5年)

高校生全国俳句選手権大会(俳句甲子園)(8月)

選抜大会への出場香らず

大会愛知県予選自転車ロード競技(Ⅱ月)

第21回

︻中高文学部︼

出場選手

隼田大貴(6年)･細井淳平(6年)

団体特別賞(第3位に相当)

俳句の完成度に加え､ディベートによる旬の鑑賞力も

原田 駿(5年)･塩崎達也(5年)横井来季(5年)

本校からは6年生の渡邁元樹､池田大輔'

試される｡5人一組で行う対戦形式の俳句大会｡

第7位

少年男子監督二木入善(名古屋高校顧問)

新谷抑大が出場

第二席

﹃文筆帖﹄

難波朔矢(5年)

横井来季(5年)

個人種目

近藤

秀(4年)+他校生徒3名

名古屋14‑3岡崎城西高校

鍾歌部門

優良賞

入選

難波朔矢(5年)

横井来季(5年)

名古屋高等学校
牛田大貴(6年)細井洋平(6年)

牛田大貴(6年)

団体優秀校
3旬入選

難波朔矢(5年)磯部

涜(4年)

原田 駿(5年)北本晃大(5年)

最優秀賞

1旬入選
︹中高械災チーム︺

︻sGH報告︼

優秀賞

愛知県高文運ボランティア専門部成果発表会(12月)

正太郎(4年)中野夢郎(4年)

参加者 松岡謙心(5年)長谷川智栄(5年)一色

フェスタ｣ボランティア部門にて発表予定｡

来夏の愛知県南文遵高校生総合文化祭｢アート

2019｣

大学入学者選抜改革推進事業｢sGH甲子園

研究成果プレゼンテーション部門予選通過｡3月に
関西学院大学で行われる本選に出場予定｡

︹sGH︺

出場

全日本高校模擬国連大会(Ⅱ月)

場した｡全86組が選抜され､本校は43組から構成さ

参加者 中村大書(5年)一色正太郎(4年)
東京の国連大学で行われた模擬国連全国大会に出

れる会議Aにシリア大使として参加した｡

ー SS SS

第飾回全国中学生テニス選手権大会(8月)

宮地伏見(3年)組
ベスト32

2018全日本ジュニアテニス選手権大会(8月)
16歳以下男子ダブルス

高田順平(4年)宮地吾佑(3年)組
愛知県中学新人テニス大会(団体戦は全国選抜予選)(Ⅱ月)

第一席

愛知県高等学校文化連盟文芸専門部作口苫ンクール(日月)
詩部門

第二席

第23回東海高等学校選抜ラグビーフットボール大会Aフ

俳句部門

優 勝

文芸部誌部門

団 体 戦

春休みに､埼玉県熊谷市能谷スポーツ文化公園で開催

準優勝

誌部門は﹃文学帖﹄創刊以来10年連続入賞｡

詩部門は､初入賞｡俳句部門は3年連続入質｡文芸部

ロック(2月)

全国選抜大会への出場ならず｡

される全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会への

へスト8

第7位

出場が決定

個人戦ダブルス

大倉隆太郎小久保有責組(中2)

東湖地区中学生新人テニス大会(団体)兼全国選抜中学
団体戦

校テニス大会予選(12月)

俳句部門

細井淳平(6年)

牛田大貴(6年)

入選

全国高等学校文化連盟主催

第32回全国高等学校文芸コンクール(9月)

文)への出場が決定｡

名古屋IIl(PK7‑8)東邦

俳句部門は､来夏の全国高等学校総合文化祭(さが総

決勝

︻高校サッカー部︼
準優勝

︻高校テニス部︼
第3位

全国高校サッカー選手権大会愛知県大会(Ⅱ月)

団体戦

全国高等学校総合体育大会(8月)

︻高校水泳部︼

決勝

文学部としての受賞は5年連続｡
第21回全国高校生俳句大賞(9月)

高校生対象の文芸コンクールとしては最大のものであ‑'

長谷川 眉(5年)川崎大聖(5年)
高橋篤広(5年)森一爽(5年)川畑車馬(5年)

高谷神威(6年)佐藤祐斗(5年)･

池田龍哉(6年)柴垣光佑(6年)須藤大地(6年)

風同車杜(6年)昂橋字海(6年)･相羽康平(6年)

(出場若)17名

石槽元晴(6年)高調 蓮(6年)鈴木悠大(6年)

蓮(6年)

優勝4回準優

全国高等学校総合体育大会(8月)

高羽

(名古屋高校の過去豹年間の実績

宮本貫太郎(6年)林 航平(5年)

ベスト16

勝2回第3位3回)
個人戦シングルス

ベスト8

2018全日本ジュニアテニス選手権大会

石槽一光晴(6年)

18歳以‑トシングルス

俳句甲子園の出場校が鏑を削る個人戦たる大会｡
︻主な成績︼

秀(4年)

福井国体(9月)

近藤

準優勝

航平(5年)

大矢祥生(4年)

柳瀬航志(4年)+他校生徒3名

全て予選敗退

木下大和(5年)永井翔太(5年)柳瀬航志(4年)･

団体戦

林

愛知県高等学校新人体育大会(9月)
準優勝

優勝

(9月)

1回戦敗退 名古屋高校6‑21埼玉栄高校
愛知県高等学校新人体育大会水泳競技大会水球競技

全国高等学校総合体育大会(8月)

言同校水球部︼

第4位

400mフリーリレー

第5位

400mメドレーリレー

第3位

(岐阜

個人戦シングルス
渡邁敦也(4年)

準優勝

第7位

本校から6年生の石棺元晴

テニス(岐阜県代表10月)

航平大矢祥生組

個人戦タプルス

杯
福井国体
第6位(岐早崇)

市在住)が山場

第3位

全国選抜東海地区大会団体戦(H月)
春休みに博多で開催される第41回全国選抜高校テニス

︻高校バドミントン郡︼

大会への雑年連続･31回日の出場が決定
JOCジュニアオリンピックカップ

(第‑シード､名北1位)

第39回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会東海地
杯

航乎(5年)

愛知県高等学校新人体育大会(m月)
第3位 準決勝 名古屋0‑3名経大市郎

準優勝

匿予選(Ⅱ月)

ぜ佳日てと代校が根で窓質議が兄だが忘の伊白め他善し

会報の発行

｢敬愛｣第50号

｢敬愛｣卒業特集号
令和2年2月27日

令和元年5月1日発行王疋

発行予定
同窓会本部諸行事
☆定時総会･懇親会

キャッスルプラザ

6月8日出

場所

4月13日

年4回開催

☆定時評議員会

☆理事会

☆理事会･小委員会の開催
文部･各年次職域等活動への出席を支援

pTA活動への協賛

学校行事等への協力支援
生徒及び生徒会に対する支援活動

3

5

4

6

平成30年度収支決算報告書及び同31年度予算案
決算
予算

日･平成30年4月01日
自平成31年4月01日

至･平成31年3月31口
至令和2年3月31日

名古屋学院敬愛同窓会

(単位円)

假ｹ?ﾈ,ﾉYB
30年度収支報告平成31年度

科目

予算i決算 剽¥算案
繰越金

店ﾔゴ

ﾃc

x

ﾃ

C

ﾃ

ﾃ

ﾃ

3

6.360.000 澱
終身会費

ﾃ

交付金
一戸丁

都

ﾃ

ﾃ

ﾃ

#

ﾃ

ﾃ
1.890.000

ﾂ鵜3121,608
282,000
1,050,000

ﾃ

10,000 唐經cR
雑収入

預り金

合計

Rﾃ

科目

ﾃ

3,300

ビﾃ#c

0

15,209,733

倡因

RﾃC#2ﾃc

,ﾉYB 平成31年度 予算案

予算 佇亥｢
給

ﾃ

#

ﾃ

301648 130,475 2.399,500 200,460 98′700 268,800 278,109 113,888 800.000 130.000 S ﾃ

#

ﾃ

"ﾃS# ﾃ

#3 ﾃ

湯

3

ﾃ

#

2,460,000
230,000
99.000

300,000
慶替
弔

SS ﾃ

ﾃ

ﾃ

S

ﾃ

ﾃ

130,000 150,000 368,000 5,000,000 100.000 70′000 100,000 20,000 (28′109) 121,891 10,677,000 30,000

110,000 343,695

S ﾃ
400,000

愛̲イ丁 事務費

,866,355 71,316 51,810 釘ﾃs3

ﾃ

ﾃ

60.000
92,627

雑費

5,000

ﾃ

S

予備費 小計

ﾃ

ﾃ

ﾃc3津

̲一一一一 10,001,383

0 0 50,000 10,727,000 途ﾃS3"

計

塔

剴

3R S ﾃ

"

ﾃ S津 S" 50,000

緜ヲﾃ

4,360.260
合計

Rﾃ

ビﾃ#c

15,209,733115,423,681

予備費の充当

通信蛮

28 109ii｣

貸借対照表
平成31年3月31日現在

資産の部

(単位円)

倬

gｸ,ﾉYB
403 793 681

574

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
真を撮影し､為下透
(昭51)の司会で懇

m関東支郵総会出席者名簿

来賓
同窓会会長
安井俊夫へ昭和31年卒)

大島信一(昭和47年牛)

事務局長
理事
阿細波滴久(昭利53年率)

中学校高等学校校長

浅川威厚(平成14年率)

鵜池

浩(昭利飢年率)

川口勝弘(掘利54年卒)

杉浦紘平(平成00年率)

平井嘉希(平成50年牢)

池田龍矢(平成00年半)

長瀬弘明(平成50年寧)

奥村陸功(平成30年牛)

第21代校長

茂男政厚(平成19年率)

扱 佑輔(平成00年率)
伊藤能斗(平成00年率)

畦満(昭利36年卒)

大勝隼人(平成細中卒)

野村

関東支部会員

潤

上松悠其(平成50年率)

鳥居大和(平成30年率)

曲櫓

外

品へ昭和39年率)

横條橘惨(昭和38年率)

中野和診(昭和39年季)

同E雅也(平成00年叩)

松本透太(平成30年卒)

(敬称略)

奔(昭和47年中)

井出

木俣賢二(昭和00年半)

親会に移った｡懇親
森田祐二
為上 達(昭和51年や)
十本和人(平成釦年卒)
会では林直清筆頭
吉村 謙(昭和52年午)
山口竜の介(平成30年中)
中学校南緯学校数詞
小笠原大介(昭和53年季)
小池琢胡(平成00軍学)
吉岡建二
顧問(昭36)から関
束支部の歴史について､昭和53年に初代支部長
が語られ､交流を深めた｡最後に中野和彦(昭39)
坪井日動火災(現東京海上日動)副社長の元で
の発声で､高校時代に熱唱した校歌｢曙の空｣｢希

平成30年度敬愛同窓会関東支部は､10月5
日㈲18時00分からKKRホテル東京(竹橋)に
て第41回同窓会を開催した｡生憎の雨にも関
わらず､参加者は安井俊夫敬愛同窓会会長は
じめ'敬愛同窓会､名古屋学院から来賓が5
名､社会人出席者が14名､関東地区在住の大
学生15名､副34名となった｡

創設され､支部員の最高裁長官横田喜三郎氏､
労働大臣丹羽兵助氏三一鬼陽之助氏､高山成雄
氏等の大先輩によって支えられ､導いてこられた
ことなどを紹介されたあいさつの後､校條晴彦

たいt思っています｡

(中野和彦･昭和の生半)

められた関東支部同窓会を閉会した｡

らの締めの言葉で次回の再会を約して､和やかに進

望羽ばた‑｣を全員で斉唱し､木俣賢二(昭39)か

浅井威厚(乎14)の司会のもと'総会に先立
ち物故者を偲んで黙祷､続いて高橋潤前校長
(現銀座教会牧師･代表役員)による祈祷があ
り､総会を開始した｡最初に野村晶支部長(昭

出席者の皆様に自己紹介､人坐の
抱負経験について語っていただき

(昭38)の発声で乾杯を
して歓談に移った｡しば

〇〇〇〇〇∴ SSS○○∴

ら‑食事をしながら歓

TEL 06‑6693‑7145

談し､社会人の出席者
から自己紹介と'学生
の出席者に向けて､各
人の経験からどのよう
らいたいがなど激励の言

な学生生活を送っても

葉が続いた｡平成00年

馨露毒.HtG 幽ｮﾂ

活動が活発になったことなどの紹介があった後､

)..‑i‑‑.iご‑i‑翻‑し顕離竪

国頭藁諏筋目ろ㌻〉(‑縛球‑言,=遭

090‑3543‑2089)
(携帯竃話

｢

ｨ耳耳

ｨ耳

;∴艦影9...II蕃鎚凌盟がieI琉6...iii

学

39)､安井俊夫会長(昭31)'森田祐二校長'大
島信二事務局長(昭47)の挨拶と来賓の紹介が
あった｡安井会長からは過去の敬愛同窓会の発
展に寄与された横田喜三郎元最高裁長官､高
山茂雄元伯東社長他の紹介､現在の馬術部へ
文学部の俳句甲子園での活躍などの紹介が､
森田校長からは20年経って訪ねても先年が変
わっていない私立学校の良さについて､大島事務
局長からは､ラグビー部00周年など､OB会の

●問い合わせ先
関東支部支部長 野村晶

支部の会員の方々には､9月頃に御案内致しま
すが､今からご予定頂きたくお願い致します｡
名簿の不備で御案内が漏れる場合も考えられ
ますので､下記にお問い合わせ下さい｡
●問い合わせ先

に高校を卒業した大学
生の皆さんからは､自己
紹介と将来の希望など

学

生5000円

議案審議に移った｡議案審議では'平成29年度
事業会計報害と浅井威厚監事(平14)による
監査報告があり､異議な‑､全会一致で了承

服部祐平(兵庫医科大
学)'野川洋介(同志社大学)の総勢1 4名と､今

関西在住の大学生

までの総会の中では一番少人数の会でしたが､

母校に想いを馳せ新
い一時を過ごしました｡

旧の校歌を合唱し楽し

力がございましたら'是

今年も10月nH㈲に
同じ場所で開催いたし
ますので､名簿の不備
等でご案内が届かない

連絡‑ださい｡

非とも関西支部までご

敬愛同窓会関西支部｢斉藤豪己｣

生5000円

会場
会費
会費

是非とも多くの同窓生の皆様のご
参加をお待ちしております｡
〒5580032大阪市住吉区遠里小野5‑8‑21

KKRホテル東京
社会人9000円

懇親会/18時30分より
大阪心斎橋中華料理店｢大成閣｣
社会人7000円

会場

18時15分一21時10分

18時00分より

2019年10月4日㈲
日時
2019年10月11日㊥
日時

敬愛同窓会関西支部総会は､昨年10月12
日に､例年開催しています心斎橋の中華料理
店｢大成閣｣で開催いたしました｡参加者は同
窓会会長安井俊夫様､名古屋学院校長･森田
祐二様､名古屋学院教諭吉岡健二様､同窓会
事務局長大島信二様'同窓会理事･阿知波清
久様のご来賓と支部会員･河合禎(昭32年卒)､
杉本俊郎(昭32年卒)､斉藤豪己(昭32年率)､
奥村重和(昭39年卒)'松澤健三(昭39年率)､
竹谷敏郎(昭42年卒)､金利 龍(昭45年卒)､

臨潮音i隔離弱震繕遊H

平成00年6月24日に､中日パレスに於いて｢昭

ついて､興味を喚起していただいた｡今読んでいる

いた｡先任には｢歴史を勉強する｣ということに

した｡

らの語らいになりま

から昼食を摂りなが

いうことになり､今年

私たちの頃は､生徒が教師に対して｢仲間｣と

名を切ることもあり

残念ながら年々出
席者が減っていき十

.QC
CrS‑

本も歴史関係が大半を占めるほどで､現在の自

いう意識を張‑抱いていたように思う｡先生の

ますが､毎年東京か

お問合せ究TEL:(052)528‑5502

分があるのは先生のお陰であり大変感謝してい

家へよ‑遊びに行って'ワイワィ､ガヤカヤ､人生

ル錦にて､毎年恒例の｢七夕会｣が開催されま

丹羽理事長､安井同窓会長､大島事務局長､

した｡

早瀬真先生､横江功先生に御出席頂き､同期生､

詳しくは:http://www.ookuraya.jp

ると､彼は語った｡

について対等(?)に論議するような､そんな雰囲

て､向こうの集まりの

ら池田君が来てくれ
様子を伝えて‑れま

気が強‑あったように思う｡

す｡元理事の秋田君からは母校の現況や将来の

久しぶ‑に｢呼び捨て｣や｢君呼び｣で呼び合っ
ているのを間‑と､あの大字での3年間の様々な

和26年卒年次会｣を開催しました｡

漢当日の出席者(敬称略)

きました｡七十八年も酷使してきた体に多少の

欠席者も含めて健康に関する話が多くなって

展望などの情報を聞‑機会になっています｡

備についてのディスカッションなど色々な学園生活

加藤幸久･写)

病みが出て‑るのは普通として､来年も会を続

今年は大半の仲間が傘寿を迎える｡集合写

(蔚場文雄記

けてい‑ことで散会しました｡

からないと言う感想も

分以上が誰か名前が分

予定した2時間00分

あった｡

があっという間に過ぎへ

とができて嬉しかった｡

楽しく旧交を温めるこ

最後に恒例の第一校
歌｢曙の空｣を歌い､2
会した｡

い時代に合った学院の将
来像を嬉し‑想像致し

年春からの女子部新設
のお話を伺い二回新し

羽理事長から2020

さんの司会で始ま‑､丹

歌う料理人､山川早苗

夫人も含め約00名の参加で開催されました｡

恒例の有志同窓会を平成三十年十月二十五

(幹事代表脇田剛･記)

年後に再会を願って散

2018年7月7日用､中区の東京第一ホテ

真を見ると先生と生徒の区別がつかないし､半

であったことを懐かしむ｡

強の不安､キリスト教など人間の生き方､再軍

ことを彿彿とさせる｡殴‑合いの喧嘩､受験勉

宇佐美尊宣

(同窓生)
前列左より

今井(立松)次郎

2018年Ⅱ月15日に､名古屋ガーデンパレ

スで昭和33年卒の同窓会｢33会｣を開催し'卒

業00周年を祝った｡恩師の鈴木拓先生に来てい

の近況､メンバーのインタ

を過ごし'最後に山川早

続いて恩師の先生方

二十九年は瀬戸･應夢享で一泊して一年遅れの

ビューなど楽しいひと時

ました｡

喜寿を祝いました｡ゆっ‑りと‑つろいた中で思

日､アパホテル｢伊勢｣で開きました｡また､平成

今回は東京や埼玉など関東からも6人が参

い出話に楽しい一時を過ごしました｡

ただき'生徒は32名が出席した｡

加して､当地での同窓生の様子を話して同窓会

今まで被に行っていた会を､昼の出易い暗にと

を盛り上げて‑れた｡その中には､午前中に熊

谷昭吾先生のお墓参‑をしてきた､という友が

繊CZe的."4触

大蔵屋

(Li)

創業1919年､学校指定制服専門店

く㌃;ら

薬店名古屋市中区錦3‑14‑15オークラビル3F軒店名古屋市両区上名古屋4ー18‑23

出さんのミニライブで大いに盛り上が‑ました｡

道部､その他文化部

水泳部'スキー部'剣

加藤英次

加藤憲治

リハビリに励む者も

になり病床にいる者､

などが集まりました｡

今年は7月6日佃に開催予定です｡大勢の
(幹事 志水篤彦記)

方のこ参加をお願い致します｡
名古屋学院創立100周年を前に､ケタンク〟
第1回の年次同窓会を開いたのは1986年

こと渡辺守雄先生(故人)からの要請を受けて

回が10回目とな‑ます｡今回は同窓43名と恩

のことです｡以後､3‑4年毎に開催をして今

師の永井征徳先生､鈴木信先生に参加してい
卒業して半世紀が経ち､449名いた卒業

ただき45名での開催にな‑ました｡

A

生も判明しているだけでも33名が亡‑なられ

2018年9月9日､アパホテル｢名古屋

B

ています｡70歳近‑

豊

錦｣にて'同窓会を開催しました｡

裕
M L K K J I H H F E E D D D B

音出席者は次の適‑｡(敬称略)
伊藤

C組

B組

荒川寵児

荒川比呂史

小崎俊平

石田浩之

bOokもチェックー i.闇 議論しますit

石川
います｡3‑4年毎

｢キャッスルプラザ｣ホテルにて開催いたしま

後日､案内を郵送します｡現住所が異な

松岡泰弘

E組

松原辰巳

･∴｢∴1品雪 ーOFace

B

柴田

に開く同窓会が生

す｡同窓のお友達をお誘いあわせのうえ､是

2020年5月23日(土曜日)に'

小島兼一
開催しています｡

きる励みになればと

幹

鈴木明治

る方､あるいは､引越しされたご友人の住所

A組

土屋明彦

G組

尉Bi.IB湊W,｡.音型‑‑‑

A

鴨井敏秋
近藤善一

石川一夫

平岡光起
を撮るだけでしたが､

非ご参加ください｡

今回は同窓会の様

例年は集合写真

六車康広
尾関信一
保母

名古屋高等学校の見学を計画中です｡

をご存知の方は敬愛同窓会事務局まで｡

修

安藤鐘八郎

子をDVDに編集

B組

浅野政司

‑組

i帳名古屋ト oイベント

山北和与
加藤英一
横井慶雄

して参加者に配付

D組

渡辺精孝

音実行委員

敬愛同窓会事務局

音連絡先

太田錠治
近藤隆一
します｡

(後藤憲政･記)

山田尊久

高橋秀明

隆

梅本芳朗
丹羽重量
黒田

小林善男

F組

森川和義

安田茂樹

九エ名古屋ト∃べ工ツ卜 俑 +x* ?ｩ

長江泰徳
木全幹夫

光

今荘哲贋

長瀬憲八郎
安藤
憲一

菊田幸博
泉

小出博史

‑組

H組

2020年に卒業50周年を迎え､昭和毎年
貝を選出し､同窓会に向け活動をしています｡

の年次同窓会を行いた‑有志目名の実行委

(荒川寵児･記)

ご賛同の程､宜し‑お願いします｡

『○吉t重畳国

D

服部俊二
昭和49年卒各部活動(クラブ)同級生が､平
成31年2月9日に池下の｢かごの屋｣で久ぶ‑
に再会しました｡現在63歳になり､仕事をリタ
いろんな人生を､送っています｡

イヤしたり､ボランティアや趣味に活動したり､

現在の名古屋高校の現状と部活動の現状な
どを報告し､オリンピックの年の4年に一回の

49年卒全体同窓会の準備などを話しあいまし
た｡参加クラフは､野球部'ラグビー部､卓球部､

諾意..A

･/i藤間

B
D

C
D
已
E
F
H
I
∫
K
K
L
M
M

昨夏はとてつもな‑暑い日が続きました｡

ました｡

定例とな‑ました5月とH月の年2回
のクラス会､第14回目を平成50年5月19

担任だった鬼塚先生にも毎回ご参加頂

日に､15回目をⅡ月10日に行ないました｡

ﾆﾂ

"

学雪圧 し' ∫ ∴∴‑∴ 僥R

外出時は身の危険を察する程の日もあり
暑さ真っ只中､8月13日に中区錦の居酒

き､同級生が集いました｡

早いもので名高卒業40周年､来年は大

めて8名が集まりました｡

屋さんへ昭和49年や1名､51年卒の私も含

‑RC部を中心に﹃愛校祭実行委員
ラス会の時だけは精神年齢､言動とも17歳
にタイムスリップ｡修学旅行でのエピソード､

半のメンバーが年男'還暦を迎えますが､ク

授業中の様子等をライブ放送のように語

会﹄の流れを組むメンバーです｡私は2年後
活でしたが､公立中学出身の私は先輩たち

輩のため高校1年の1年間だけの学校生

から名高の自由闊達な校風を学ばせてい

回を重ねる毎に､良い校風､楽しいクラス､

‑､大笑いし'話が尽きません｡

ます｡

かけがえのない仲間達に感謝の念がつの‑

時に笑い､時にプチサプライズ､衝撃､赤

ただきました｡

面､冷や汗の日々でしたが､そうした名高ス

090‑3442‑9082

(昭和51年度高校2年‑組クラス会幹事)

●連絡先/三島育人

期の方々のご参加も歓迎いたします｡

お世話になった先生方､一緒に学んだ同

トの皆様'是非ご連絡下さいませ｡

開催します｡この記事をご覧のクラスメー

次回は平成31年(新元号,元年)5月に

ピリノトは今の自分の中にも流れ'受け継
がれていると思います｡

おかげさまで40年過ぎた今も交流させ
ていただいていることに感謝です｡

音出席者
暫他を含め8名です｡
冶記)

正衛､鈴木宏明､菅沼正幕､山田裕

司'山田
高橋

(三島育人･記)

丁重Sh自a⑤S‑ntO8]p

●営業時間/AMIO OO〜PM7 i 00

HOSHIZAK

TEL(052)241‑1814
FAX(052)263‑0365

森
(昭利51年卒

Eメール

宏一郎(昭和61年率)

代表取締役林
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〒460‑001 1

名古屋市中区大須3‑19‑1 (赤門通り)

健

毎年恒例となっております､名中･名高柔道
部OB会を20‑8年9月1日出に開催いた

当日は森先生､顧問の加納先生をはじめ､現

しました｡

役部員を含め40名以上の参加をいただき､中区
懇親会では'3年生部員の目標進学先の発表

栄｢餃子王｣にて行いました｡
などがあり､和やかな雰囲気のなか､第36回大

健､森田光至､横井

下鶴大輔

会は終了いたしました｡速力からお越しいただ

柴田

体観望会｣に合わせてOB会立ち上げの説明
横山創一

昨年9月15日㈹'｢2018年度第3回天

会を開催｡22名の参加がございました｡現顧問

いた､成島実先輩'山本健二朗君ありがとうご

鈴木 信(元教諭で部活顧問)

の打ち合わせを重ね､昨年12月26日付で地球科

の岡田教諭､市川教諭と敬愛同窓会事務局と

次回37回OB会(2019年9月上旬ころ

ざいました｡

開催)において役員の交代を予定しております｡

尾碕同窓会理事､立

長'森田中高校長､

に於いて硬式野球部

ホテルメルパルク名古屋

平成00年的月27日

横井慶雄(昭和42年蕪無籍

宇部oB会発足とな‑ました｡

多‑のOBの皆様の出席をお待ちいたしており

本会は'新校舎屋上に設置された天文台にて
援する事､またOB同士の親睦を深める事を

22日出､今池のガス
ビルのガス灯でラグ

力をいただき､地球科学部(旧天文部)OBと分

石部長､二木監督､

記)

行われる天体観望会(年間7‑8回開催)を支

ビー部創部00周年

かる方へ連絡をしていただきましたが､長い年月

今回､急な開催とな

OB会が開かれました｡

(水野隆史･昭和61年卒

ます｡
2 0 1 8 年 9 月

対外的にも自信を持てる物となっております｡

が経ち､連絡が取れた万でのスタートにな‑ま

伊藤先生､猪飼先

‑ましたが､敬愛同窓会

〒455‑0034名古屋市港区西倉町1番1 6号

目的に設立されました｡この天文台は学校のシ

今後ともこの天文台とともに在校生と我々
いたしました｡

の記念式典を開催

した(昭和43年率〜平成00年卒の方まで)｡連

牛､歴代の監督の加

会長の安井様､現野球

l道

ンボルと位置付けられ､文化系部活では他校に

oBが一丸とな‑､誇りをもって天体観望会を

絡漏れなどがごさいます事をご容赦いただきた

藤先生(85才)､相田

加していただきました総勢45名で､初顔合わせ

〇両llS info@yoko巾eanuts.co.jp

はない自慢の大型屈折望遠鏡(特注品)であ‑､

続けていきたいと思います｡

く存じます｡在学中に地球科学部(自然科学部､

頂き､総勢00人が集まり大変盛り上が‑まし

先生(00才)､後藤先生(神戸市から)にもご参加

当日は､丹羽理事

旧天文部)に属していた方で､OB会へ参加ご希

もあ‑緊張感もありましたが､最後の校歌斉

FAX (052)654‑5550

TEL (052)654‑5555

立ち上げに当たり､敬愛同窓会事務局のご協

望の方は､敬愛同窓会事務局までご一報いただ

部から甲村部長､浅同
監督と関係者の方に参
全国選抜にも出られるようにもなりました｡昨

た｡廃部の危機をみんなの力で乗‑越え､現在は､

年は､中掌は優勝'高校は準優勝(春日が丘高校

けましたら幸いでこざいます｡

昭和43年率 流暢賢宜､横地義敬

●発足時のOB会会員

(長村達也･昭和59年牢 記)

駆けつけたいと思っています｡

今後は､OBが一丸となって後輩達の応援に

唱の項には1つになって盛‑上が‑ました｡

河村実害､村上克彦､渡会龍一

に行‑ことを誓い､応援の気持ちを込めて'高ら

との決勝戦)という成績でした｡近い将来､花園

昭和46年平

川地

力

昭和47年卒

かに校歌を歌って創部00周年を祝いました｡

(大井洋範ラグビー部OB会会長 記)

松橋義隆

昭和50年率 奥村尚生一

10

昭和48年卒

ヨコイピーナッツ株式会社

今号も我が同窓生の活躍されている様子が､各界から飛び込んで来ております｡

かみました｡

もつかまないのもその人の運｡私は運をつ

私は､山梨県八ヶ岳高麗の﹃ファームい
なば﹄で山羊(日本サーネン種)を飼育､
飲むヨーグルト｢シェープルト｣の製造販

関校と言われていた名中に入学したもの

名高卒業後64年になります｡当時難

い山羊を手に入れ､飼い方を動物園へ尋

法がわからず苦労しましたが､やっと黒

う子供のころの夢に目覚め､その購入方

ﾅSrﾇFﾖ

xx

r

"

yW騏hｧx

●I

㈲卦さんか]午 蛙
mw揮公次さん(昭和50年卒)

売をしています｡東京で営んでいた割烹
料理店を閉め､知人もいない､来たことも

ない､この八ヶ岳高麗を永住の地と決め､

の､在学中の唯一の自慢は､停学第一号

ね､そこで長野県内の山羊交配研究施設

田舎に来てみると､山羊がほしいとい

土地を見に来て即日決定しました｡

ということです｡無事に卒業できたのは､

定することにな‑､いまでは､家畜人工授

した｡この出会いが､その後の生き方を決
をかけたことかと改めて感謝しています｡

糖師､家畜商免許登録､乳製品製造業許

家畜改良センターを紹介していただきま

また､卒業後関東支部総会でお目にか

可､動物取扱責任者の各資格を取得し､

渡辺(タンク)､簾谷(ハタヤン)､藤谷先生

かった大先輩故南山成雄氏(昭和12年

山梨県山羊ネットワークを組織し､山羊

のおかげです｡先生方にどれだけお世話

辛)の言葉､｢母校に恩返しがしたい心が

振興に力を入れています｡

い､消化吸収のよいタンパク質が多い､牛

山羊乳の特徴は､冷凍しても分離しな

持てるようになれればうれしい｡｣が､今
も忘れられません｡

人生には運があるものです｡つかむの

ADVANCEDTECHNOLOGY合金めつきのパイオニア

株式会社興和工業所

大事謙一(昭20卒)

六車高夫(昭50卒)

本社名古屋市瑞穂区ニ野町2‑28

TELO52‑871‑7151(代)

http://www.at‑kowa.co.jp/i

iS

自費によるあなただけの本づく.)のおi手伝い｡

自分史､旅千手記､写真集､エッセイ.歌集｡

終枝山神代表

℡ 052‑853‑5678

https://www.sakurayamasha.com

盛egusa@sakurayamasha.com

いのかへ頭を悩ませました｡卒業後へこう

して母校の先輩方と一緒に仕事ができ
る喜びをかみしめています｡

お諸を伺い､一文一丈を釣ざ､磨くことから､一冊のご本へと｡

時代でしたがへcBCでアルバイトをし
たことが一つの転機にな‑ました｡一冊

目は､元cBCアナウンサーの小堀勝啓

しく全力で生きている人の思いを大切に

創業理念は､｢桜山社は､今を自分ら

セイ﹃幸せを声にのせて﹄を全国発売し

します｡その人の心根や個性があふれん

さんに執筆を依頼し､2016年にエッ

ました｡アルバイト時代に小堀さんから

豊かに美しく彩れたなら｡

乳と比べ､ミネラルやビタミン類が豊富､

タウリンは牛乳の20倍､牛乳よ‑低アレ
ルギーであることが挙げられます｡
全国山羊ネットワークによる2019

年全国山羊サミット大会の山梨県開催
届いた｢いつか一緒に仕事ができたらいい

江華三四朗(平成9年卒)

sA間RA,AMAS｡A

が決定され､日月23日出･24日風にロイ

わくわくして笑顔が自然にこぼれるよう

ぽっとひとすじの灯りがともるような本｡

ました｡紆余曲折あ‑､何度も‑じけそ

な本｡宝物のように手元に置いて､繰り

ばかりにたっぷりとつまり､読者の心に

うにな‑ながらもへ｢20年越しの夢｣がよ

返し読みたくなる本｡本を愛する人と

ね｣という年賀状を､肌身離さず持ってい

うや‑叶ったのでした｡

ともに､一冊の本にぎゅっと愛情をこめて､
ひと‑ひとりに､ていねいに届けていきま

2018年には高校の先輩へ出川広
さん著﹃天平の律令宮人とくらし﹄を出

す｣｡慌ただしい毎日ですが､一日一回､

創業時に決めたこの理念に立ち返‑､こ

版｡原語を何度も読み返し'本の構成を
考えました｡どのような表紙にしたらい

に､地元に少しでも貢献できたらと思っ

れからも名古屋からの情報発信を大切

ています｡

名古屋市瑞穂区中山町5･9‑3

〒467‑0803

ヤルホテル八ヶ岳にて行われます｡その
実行委員長として頑張っています｡

感謝

組版不況なんのそのi酷
宙轡刀に恩送り｣
0,人で出版社奮闘
江華三四郎さん (平成9年卒)
私は1997年に名古屋高校を卒業
し､大学卒業後はリクルートでの営業や､

首都圏での新聞記者を経験しました｡
2015年に地元に戻り､名古屋市瑞
穂区で一人出版社｢桜山社｣(さ‑らや
ましゃ)を創業しました｡企画､執筆依
頼､編集､営業など一人で全てやっていま
す｡3年間で12冊の本を世に送り出すこ

12

とができました｡

やりたいことが見つからなかった大学

その一冊で､あなたの人生を

消浸ることのない
㈲織の灯り

満載と野球の日々

魁

iロ.〟
竹T内
啓明さん

高校卒業後は､筑波大学体育専門学群､

同大学院に進学し､その後茨城県で保健
体育科の教員となった｡初任校は昼間定
はなかった｡複雑な環境の子どもたちが多

時制の学校であ‑､指導したかった野球部

け離れていた｡ある日､｢サッカー部を作り

‑､自分の思い描いていた教員生活とはか
たいから顧問になってほしい｣という5人の

ない｡無理だ､と一度は断った｡しかしそん

生徒がやってきた｡私にはサッカー経験が

を見て‑れた雨宮先生｡休み時間のほとん

受験指導で多忙な時も一生懸命野球部

ラウンドがなかなか使えない状況のなか､

母校の灯りは消えることはない｡その灯‑

し出して‑れる｡どれだけ遠‑離れても､

人生で出会うすべての経験を優しく照ら

母校の灯‑は年月を経て深みを増し､

ではないかと思っている｡

あげることが､自分のできる唯一の恩返し

どを英検の面接練習に費やして‑れた和

を見失わなければ､どこまでも成長してい

な時､名中の先生方の姿を思い出した｡グ

田先生｡た‑さんの名中の先生方から学ん

ける気がする｡

現在私は茨城県立牛久高等学校に異

業し､1年の浪人生活を経て､藤田保健衛

私は平成18年に名古屋高等学校を卒

堀内実さん (平成1 8年卒)

フエツショナルで

陸緬澄して､

だ｢今自分ができることを全力でやる｣姿

勢に気づかされ､奮い立たされた｡部員5
名のサッカー部の顧問とな‑､体育の授業

で未経験者に声をかけ､人数をかき集め
に0‑21で完敗した｡しかし､それから4

た｡初めて行った練習試合では中学生相手
年のうちに定時制通信制の全国大会に3

動し､念願だった賢球部の監督となった｡

チームi瀬

の誓:響舘

回出場し､全国大会でベスト16になった｡

竹内さんは名中野球部史上最強の剛

生大学匪学部に入学しました｡平成25年

℡ 052(262)7071 0℃)

c｢ iI章 一i青

+ 唏6ﾒ

(

会社を強く譲議 亦

代理店

(平成1 4年名古屋申学校卒)

腕ピッチャー｡中京高校へ進学後､夏の甲

えて､名古屋市立西部医療センターの呼吸

に卒業したのちに､2年の初期研修を終
｢名中で学んだことは何か?｣という問

器内科に勤務｡現在は尾張旭市にある旭

を目指し､日々生徒と向き合っている｡

いに対する答えは､少しずつ変化してきて

労災病院の呼吸器科で勤務をしています｡

今度は種名の県立高校から甲子園山場

いる｡学生時代は､勉強の仕方と仲間の大

高校生活での思い出は大切な友人との

子園大会出場の夢を実現｡筑波大学､同
大学院修了｡現在､茨城県立高牛久高校

切さ､教員になってすぐは､置かれた場所

出会いなど語るにつきませんが､最も思い
出されることは担任であった新藤先生と

で保健体育科教諭､野球部監督
名中を卒業し17年の月日が経った｡仲間

で全力を尽‑すこと､と答えただろう｡常

に先生方の存在が､私たちにとっての｢生

三国重工株式会社

株式会社GSユアサ

∴:∴∴ ･∴ ･縦縞擁i＼,五 言∴∴∴ ･:∴∴ 闘

ｨ

X

ｦ

Δ

∴∴

h

桶を伸ばし R 唔<謦

宇部興産鰭械株式会社 日本無線株式会社

田丸冥株式会社 i謹iO120‑0777‑04 露和県名古畳南串山区小幡轄ト1‑5

名古屋市中区栄五丁目24番33号

社

本

と打ち込んだ野球部の活動､必死に勉強し
た確認テスト､毎週のチャペルでの礼拝｡校

の出会いです｡

先生が担任をしてくださったおかげで

き方モデル｣であった｡今度は私がモデルと

なり､関わる子どもたちの背中を押して

舎やグラウンドは新し‑なっても､母校での
思い出は色槌せることはない｡

最高の品質とサービスを提供する

総合機械商社

椋式会社 栗本鉄工所 川崎重工業株式会社

東京事務所東京都千代田区内神田二丁目1 1番6号

℡ 03(3275)8520
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私は医師になれたといっても過言ではあり
ません｡勉学に気が抜けているときに叱咤

選択の相談にのって‑ださったり､受験に

激励をして‑だきり､卒業後の予備校の
向けて面接の練習に付き合って‑だきった

とき､まだまだプロとはいえないをと感じ､

先生の言葉を思い出して､もっと頑張ろう

ただいたなと感謝しています｡

と思えるのです｡本当に大事な言葉をい
少しでも理想のプロフェッショナルに近づ

けるように､これからも先生の言葉を胸に
日々精進して参‑ます｡

る塾

弧轡ば波瀾万丈
繭犠世界を航海す
⁝⑪海賊手
石原健闘さん(平成2 6年季)

話せる仲間と出会えた､

かし‑感じます｡卒業
した今でも酒を飲んで

名古屋学院には感謝の
センター試験3日後

気持ちでいっぱいです｡

に｢海賊王に‑俺はな

平成26年卒の石原健

学を中退し編入するなど紆余曲折あ‑

変更をして､その後も大

学を卒業した後､現在は

ましたが､不思議なご縁で｢海賊とよばれ

るILなどと突然進路

船乗‑見習いとして世

た男｣で知られる出光興産で船乗‑とし

間と申します｡神戸大

そんな先生が私にかけて‑だきった言
界中を航海しています｡

りました｡

り'色々な画で先生には大変お世話にな

葉のなかで最も印象深いのは｢プロフェッ

りです｡今後ともご指導こ鞭擬のほどよろ

海賊王への船旅はまだまだ始まったばか

て働‑ことになりました｡

たち機関士はエンジンや発電機から洗濯

うか｡船の操縦を行う航海士に対して､私

皆さん
んは
は､
､船
船舶
舶機
機関
関‑士をご存知でしょ

ショナルになれ｣という言葉です｡私が大
学に合格したことを報告したときにその
口々の仕事において今でもその言葉を

し‑お願い致します｡

言葉を‑ださ‑ました｡

機まで､あらゆる機器の整備を行うのが

仕事です｡私が乗船するのは中東と日本

思い出します｡自分に至らない点があった

京タワーと同じ‑)幅00mもあ‑ます｡エ

‑三園818電器惟= i 劔

を結ぶ原油タンカーで､長さ333m(莱
ンジンだけで5階建てビルほどの大きさと
衣‑､出力は3万馬カーこのタンカー‑隻

に､日本で1日に消費する原油の半分を
積んで航海します｡
こんな私ですが､中高時代はやんちゃば
か‑していて､4年間担任だった菅宮先生

には本当にお世話にな‑ました｡6年間

ｮ< 9}仭9 ﾓ｣ Φ##3# X 2ﾂ#Tizｸｧｨﾇr U'Dﾉ$討 ｦF 末6 椿ﾆ rﾆw"ﾆｧ

重460‑0002 TEl享0

オーケストラ部に所属しており､高2では
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部長を務めました｡毎日夜遅‑まで音楽

や勉強について友人らと語っていたのを懐

HumanRig 枚G5
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e
〜あなたに実額と安心を 名古屋第‑法律書 剿ｱ月 椿f帝 ﾂ鞴冩B
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名古屋中学校･
高等学校ラグビー部
活動報告
名古屋中学校言問等学校ラグビー部部長

ことになりノまし

いう目標を達成

た｡花園出場と
することは出来

3年生諸君の頑

ませんでしたが､

張りは素晴らし

新チームで臨

いものでした｡

んだ愛知県新人
第23回東海選

戦では準優勝､

校高等学校ラグビー部の活動にご理解とご協

勝のことと存じます｡日頃より､名古屋中学

時下､oB諸兄におかれましては､益々ご健

国高等学校選抜ラグビーフットボール大会｣へ

谷ラグビー場にて開催されます､｢第20回全

結果､本校は20‑9年3月末から埼玉県熊

クは準優勝で大会を終了いたしました｡この

抜大会Aプロッ

力'そして､暖かいこ声援を頂き､誠に有難うご

東海地区代表として出場することになりまし

立石陽一

さいます｡

さて､この度は20‑8年度名古屋中学校

名中名高ラグビー部では､現役の活動を皆

た(5年ぶり2回目の出場)｡

sNs等を活用し､日々の活動内容や試合結

高校総監督)

名古屋高校サッカー部
活動報告
名古屋高校サッカー部顧問(中学

吉岡建二
この度はこのような機会をいただき誠にあ
‑がとうございます｡この場を通じて高校サッ

カー部の今年度の活動状況を簡単ではありま
今年度は'愛知県新人大会優勝(初)､イン

すが､お伝えさせて頂きます｡

ターハイ愛知県大会3位へ愛知県‑部リーグ優
勝(初)､そして全国高校サッカー選手権大会愛

知県大会でも初の決勝戦まで勝ち進むことが
できました｡この主たる公式戦の結果はサッ

2013年の夏のインターハイでは全国大会

カー部創部以来の快挙でした｡

初出場を果たしました｡しかし､選手権大会で
は､県ベスト8の壁をなかなか破れず(初めて県
ベスト8に進出した当時のメンハ‑はもう三十
路越えです｡)､県ベスト4以上に進出すること

しての悲願でもあ‑ました｡今年の中心メン

は現役生はもちろん､oBを含むサッカー部と

大塚洋右(昭和50年卒)

代表取締役社長

高等学校ラグビー部の活動についてご報告させ
名車名高ラグビー部は､6年一貫での活動

覧になっていただき､応援をよろしくお願いいた

果を発表しております｡ぜひ､現役の活動をご

様に知っていただ‑ために､公式ウェブサイト､

を実践するチームとして､日々活動しておりま

し､臆することな‑一気に決勝の舞台まで駆け

バーは高1から試合に出場していた経験を活か

上がってい‑ことができました｡今年度の決勝
進出は､グラウンドでプレーする者だけでなく､

ことができたからこその結果だったと思います｡

スタンドで応援する者たちと共に､全力で戦う

後輩たちにこれから目指すべき新しい道を切り

残念ながら準優勝で大会は終了しましたが､
開いて‑れた一年だったと思います｡

高野先生が先頭に立って創部して以来､色々
年Ioo名を超える部員が所属する､学内で

な顧問が関わ‑続け､現在は5人の顧問と毎
も最も大きなクラブの一つとなってきました｡

星徒たちは'全員が自宅生であ‑､普通科の課
程で大学進学とクラブ活動との両立を目指し
ています｡県内外の他の私立のサッカー強豪校

〒450‑0002

本社

ていただきます｡

す｡20‑8年度は中高合計で約‑00名の

そして､OB諸兄におかれましては､ぜひと

します｡

もグラウンドへ足を運んでいただき､現役諸君へ

名車ラグビー部は'2018年春の市総体

部員で活動を行ってまいりました｡

で優勝を､そして20‑8年秋に開催されま

がある｣ということを自覚して､名車名高ラグ

した､愛知県中学生ラグビーフットボール大会

ビー部としての誇りを持つことこそが､｢愛知

激励やご指導をいただければと存じます｡学

ませんでしたが､名車ラグビー部では､高い目標

県ナンバーILという目標を達成するために不

のバトンを今日まで繋いでくれたからこそ､今

を達成するために頑張るのはもちろん､ラグ

可欠であると考えます｡今後とも名車名高ラ

生たちが､｢oBの皆様が名車名高ラグビー部

ビーという競技を楽しみ､愛し､心身ともに

グビー部をよろし‑お願いいたします｡

にて準優勝することができました｡新チームで

｢男らしい｣男子を育てるために活動しており

臨んだ新人戦では残念ながら上位進出はなり

ます｡現役の部員は'非常に頑張っております｡

名高ラグビー部は'春の県総体準優勝､東海
総体Bブロック準優勝､全国1人制大会愛知
県予選準優勝'そして花園予選も準優勝とい
う結果で2018年度3年生は引退をする

花園予選準優勝の名高ラグビー部

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

ノンホルマリンウッドカーペット

公豊島綿業株式会社

名古屋市中村区名駅2‑42‑5

TEL 052‑571‑1301 (代)

http //www toyoshlma‑m CO Jp
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yLで経

カーだけに時間と場所を十分確保できる環境

とはー昧違う高校生活を送っています｡サッ
という認識が高ま‑､生徒の関心も上がってき

解することが､世界を理解することにつながる

ワードが語られ､キリスト教や聖書､宗教を理

歳)のご寄付によ‑キャンパス中央に建設された

(昭和12年卒業1916‑2010

ル｣とは､株式会社｢伯東｣創業者の嵐山成雄氏

しばら‑懐かしそうに見入っていた｡｢高山ホー

の名前と懐かしい旧友たちの名前を見つけると'

享年94

ではありませんが､この｢名高‑s

の手助けができればと思い'授業をしています｡

たように思います｡国際化社会を生きるため

インターナショナルハウスである｡｢海外からの留

い｣という高山氏のご意志が具現化された｢産

学生に﹃日本文化﹄を学ぶ機会を無償で与えた

a

験したことが､卒業してからも自分たちのスト

さらにボランティア活動に関心をよせる生徒

なければいけないことを全力で取‑組んでいけ
も多‑ち‑ました｡IRC部の生徒をはじめ､

W

ロングポイントになるように､やりたいこと､やら

る､そんな人間へと成長できるように､日々の活

gapIyear

物｣である｡先に言及した各国からの留学生や

各クラブで参加して‑れたり､有志で参加する
生徒もでてきました｡中学1年生は全員､1年

(理事会･運営委員会等)の｢異文化理解｣に対

動に取‑組んでいます｡

これからもサッカーができる｢感謝｣の気持
間に1回は何かのボランティアをしようと､先

する寛容な姿勢もあるが'と‑わけ高山氏のご

s言d告tの存在は､当時の本校上層部

ちを忘れず､チーム一丸となって精進していき

でいます｡

生方の協力を得ながら､学年全体で取‑組ん
学校での宗教活動の成果は目に見えてわか

たアレックスは､9年のブランクを感じさせない

〒464m33名古屋市千種区大島町一丁目17番地

ます｡引き続きHPやFBを通じて'最新情

振りを応援して頂ければ幸いです｡今後とも
るものでも､数値で測れるものでもありません｡

流暢な日本語で次のように語った｡｢名古屋高

名古屋支店

報を発信していきます｡後輩たちの日々の奮闘

名古屋高校サッカー部の活動にご理解ご協力
往徒たちの心の中に｢敬神愛人｣の種がまかれ､

校で過ごした日々は一生の宝物です｡今でも制

管‑mai i meihan@crocus ocn ne JP

山常磐宮詣

大里一郎(平16卒)

欒ヒルプランナ‑

名阪興業株式会社
㊨ 大里健二(昭46卒)

そんな恵まれた環境で当時留学生活を送っ

頂きますようよろし‑お願いします｡あ‑が

将来何かの彩で彼らの心や生き方を支えるも

服は大切にしまってあ‑ます｡｣さらに｢ぽ‑に
は﹃ふたつの相国﹄があります｡ひとつはデンマー
クで､もう一つは田本です｣と別れ際に言葉を
添えた｡この﹃ふたつの祖国﹄という言葉は､奇

製造･施工･販売

オフィス探しはQt.

交通安全施設

支援な‑しては成し得なかったものである｡

とうこきいました｡

ふたつの祖国に育まれて※

しくも高山氏の著書の題名に用いられている｡

ではない｡しかしながらひとつだけ言えること

FAX(052)75+6401

TEL(052)751 ‑6400

FAX(0566)8日258

TEL(0566)82‑881 8

のになってほしいと願っています｡

宗教部から眺めた
最近像は
大薮博康

は､アレックスはもとよ‑本校で過ごした歴代

愛知県知立市牛田町前田5番地の1

〒472‑0007

宗教部長

アレックス)･メインボルグ氏(2008

デンマークからの留学生アレキサンダー(以下

アレックスがそのことを知っていたか否かは走か

敬称略

留学生たちの想いはきっと高山成雄氏に届いて

清

年9月〜2009年1月在籍)が､卒業後初

※高山成雑著(2005年)｢ふたつの祖国に育まれて﹄文芸社

いるに違いない｡

伊藤

まずはチャペル礼拝｡どの学年もほぼ時間通

めて｢母校｣を訪れた｡当時17歳だったアレック

第3代国際交流委員長

りに始ま‑､讃美歌や主の祈‑を大きな声で

スは､現在大学院で｢医用工学｣の研究をしてい

本校で働かせていただき､20年が過ぎました｡

唱えてくれています｡先生方のお話に耳を傾け

いて､アレックスの他にもノルウェイ･カナダ･アメ

る｡当時本校は積極的に留学生を受け入れて

社

本

この20年で様々な変化があ‑､学校は成長を遂

る生徒も多く､朝のひとときの時間をとても

籍し､さらにはイートンカレッジ､ハロースクール

リカ･ドイツブラジル等から多数の留学生が在

げてきたと感じています｡

すがすがしく過こせています｡20年前､なかな

かそうはいきませんでした｡礼拝前に静かにし

などイギリスのパブリックスクールを卒業した

なさいと叫んだことも多かったです｡生徒が落
ち着いてきたこともありますし'先生方の意識

gapIyear

わりしたキャンパスに戸惑いながらもへ唯一昔と

旧校舎で過ごしたアレックスは､すっか‑様変

studのntが滞在し､キャンパスは国際

も高まって｢礼拝は大切｣という雰囲気が作ら

色豊かな雰囲気に包まれていた｡

ス状態でした｡聖書やキリスト教なんて関係な

代留学生の氏名が刻まれている｢ボード｣に自分

変わらぬ姿の｢高山ホール｣に足を踏み入れ'歴

また聖書の授業も20年前は騒がし‑､カオ

れていると思います｡

です｡しかし今は､｢グローバル世界｣というキー
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い1とあからさまな態度をとる生徒が多かった

｢母校｣を再訪しなアレキサンダーメインポルグ氏

宗教部長

大薮博康

20‑9年1月4日㈲午後2時よ‑､20‑6年度卒業

生成人記念礼拝が行われました｡今年も500名をこえる同

た｡

窓生と保護者が集まって‑ださ‑､礼拝を行うことができまし

礼拝前にこの学年の主任であった石川先生が､しっかりとした
態度で礼拝を行おうと声をかけて‑だきったおかげで､同窓生
たちは気持ちを整えてくれました｡

讃美歌と主の祈りの声も大き‑'成人として､紳士として一
人一人が立派な態度を取って‑れました｡卒業して2年｡様々

小林光学院長から｢わたしを強めてくださる方｣と超してお

な経験をしてここにいるのだろうと感慨深いものがありました｡

話があ‑ました｡自分の力を信じるのではな‑∴王イエスが自分
を始めて‑だざるから､すべてが可能となることを教えていただ

また敬愛同窓会会長の安井俊夫さんからは､日本も世界も

きました｡

激変の時代に｢やる気｣､｢根気｣､｢元気｣を大切にして生きるこ

と､塩気は禁物で｢石の上にも3年｣とすべてに対して取‑組む

活躍する人になることなと､力強いメッセージをいただきました｡

こと､｢英語の名中｣と言われた本校の卒業生として国際社会で

礼拝が終わり'同窓会
評議委員のメンハ14名
から挨拶してもらいまし

小にして､いつの日か同窓

た｡評議員のメンバーを中

ます｡同窓生がお互いに

会が開かれることを願い

い､励まし合って､これから

連絡を取‑合い､助け合

も強い絆で結ばれていくこ

2016年度卒業牛･

とを願います｡

保護者一人一人のトに､

ますように祈‑ます｡

神様の祝福がいつもあり

人i:金納 醗iぎ 5巌 讃紺 a:一 ･i l童:I N

:十十十㌧輩.:

毒舌ミkOia一"⊃a00oya＼

｢敬愛同窓会｣専用ホームページに
アクセスしてください‑

｢敬愛同窓会｣専用ホームペiンが運用されております｡

同窓生のみなさ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｢敬愛同窓会機関誌｣をクリックする

と､過去の｢敬愛｣第53号から第58号'そして｢敬愛｣第59

また､従来同様に名古屋中学校高等学校のホームペ

早(本号)のダウンロードができます｡

ージ(hhhp＼＼wwwヨe︼gakuan]p＼)からもアクセス可

過去の号を読み逃した方は､ぜひ一度ご覧‑ださい｡

能です｡

‑

各種証明蕾の発行につきましては､本校ウェブサイト上

各種証明書の発行について

の｢証明書の発行について｣をご確認いただきます様お願い

申し上げます｡
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2018年5月28日

悉会事務所を訪問
20‑8年̲0月4日

軟式野球部oBの長村達
也さん(昭和59年卒)が遊び

志水篤彦さん(昭和39年
午)が遊びに来て下さいました｡

長村達也さん(右)

に来て下さいました｡

石田浩之さん(昭和45年

2019年1月日日

今津貞夫さん(≡)

辛)が遊びに来て下さいました｡

今津貞夫さん(昭和00年

2019年1月1

0日

志水篤彦さん(右)

村瀬太‑さん(昭和48年

2018年7月5日

半)が遊びに来て下さいました｡
村瀬太一さん(中央)

2018年7月9日

率)が遊びに来て下さいました｡
石田浩之さん(左)

2019年2月5日

グリークラブoB(昭和42

泰奥さん･長瀬増量さん･伊

年卒)の水野雅幸さん･柴田

さいました｡

藤春満さんが遊びに来て下
左から水野雑事さん､柴田泰典さん､

確認のとれているご長寿になられた同窓生の皆さんです｡
伊東昭蔵氏(昭和1 9年卒) 打田佐太郎氏(昭和1 9年卒)

大島 裕氏(昭和19年卒) 佐伯朝雄氏(昭和19年卒)
杉野和夫氏(昭和19年卒) 富田清一氏(昭和1 9年卒)
山田泰紹氏(昭利19年卒)

中村 清氏(昭和1 9年卒) 村瀬喜久也氏(昭利1 9年率)
山田幹大氏(昭和19年卒)

謁でしたので､感慨ひとしおでした｡

今上天皇の最後の褒章受賞の拝

で拝謁できました｡

柳澤講次さん(昭和45年卒)

私は平成00年日月14日皇居にて

朝早くから夕方近‑まで待った甲

天皇陛下に拝謁し､黄綬褒賞をいた

なる功績に対してとのことでしたが､

だきました｡建築設副業界の模範に

斐がありました｡

最も忘れられないことは｢阪神大震

自分の建築士人生を振り返ると､

試験に合格､優勝などの喜びとは違

実感がわきませんでした｡しかし受

てのこともあり､発生の10日後'現地

災｣です｡たまたま構造を専門とし

い'長年の功績では初めはなかなか
章が決まった瞬間から'多くの人か

景に愕然とし'建築士としての責任

で目の当たりにした阪神地区の光

ら祝福をいただきこの褒章一掌中の意
義の深さに驚き､じわじわと実感が

また､その後､東北大震災'熊本震

る認識の甘さを田いい知らされました｡

を絹感しました｡我々の安全に対す
に集合し､そこで石井国土交通大臣

授賞式当日は'朝早く国土交通省

わいてきました｡

より賞状と記章をいただきました｡

ロック塀倒裳による痛ましい事故も

災を経て､近頃では､大阪地震でのブ

同窓生の皆様のご参加をお待ちしております0,1蝦,‑.‑ 刧L関東/三重/石川/富山/福井/岡山(中国.四国統括) p〟ngudo,com

･日時i場所等､‑が決まり次第､会報及び同窓会ボー詣箸窪撥

永峯構成さん(昭和26年
草)が本を寄贈して‑ださい

永拳溝成さん(左)

ました｡

創立記念礼拝がありました｡

20‑8年7月17日

左から2番目より
屠碕光さん(昭和49年卒)､

桑原風音さん(平成24年卒)､

長瀬増重さん､伊藤高潤さん

シアーズさん

★今後も､同窓会事務所を訪問していただいた方々を順次ご紹介してまいります｡

謁時間の午後3時まで待ちました｡

今回(公社)愛知建築士会の会長

すのかと悔しい思いでいっぱいです｡

ありました｡何度同じ事を繰り返

その後'昼食を挟み天皇陛下への拝
時間になり､観光バスで掌.居へ向
かいました｡各省庁からの受章者を

乗せたバスが､何台も一般参賀の行

を拝命し､色々な会議にて発言をす

る機会に恵まれました｡この機会を

士だけでなく各方面の関係者と共

左かし､安全に対する認識を建築

60‑0002名古屋甜区丸の内1‑17‑19キリックス丸の内ビル7階 TELO52‑212‑9301FAXO52‑212‑9302

毎年多くの方にご参加いただいておりますoヾ嘉"

鈴木姉さん(昭和20年卒)､
脇田剛さん(昭和33年季)

徹先生

われる皇居の駐車場にて待機してい

山森

(在職期間 昭和36年〜昭和61年)

ました｡その後､皇居内の豊明殿ま
で並んで歩いて行きました｡中の日

2019年3月26日に逝去されました｡

締まる思いかしました｡黄綬褒章受

本建築の厳かな雰囲気に身が引き

享年84歳｡社会科世界史担当｡山森先生
の世界史の授業は生徒に絶大な人気で伝

とこのような悲惨なことが起きない

に考えていきたいと思います｡二度

使命と考えています｡

よう活動する事が､私の残りの人の

500名ほどが､一堂に会して､天

賞者本人と'その配偶者とで'総勢

説的な教師でした｡残されたご家族の平安
をお祈りします｡

よく､陛下が前を歩かれるのを間近

皇のお目通りを待ちました｡私は違

＼黍駁.I .Ii 言. ∴∵∴ ∴ ∴ ∴ i

n‑‑iL,.騨籍25回ホニムカミングデー開催(予定) 剴Q連語隔日摩園田一子"謹拷

ー笠

注

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

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‑悪質サイトに誘導す

黒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｣､｢個

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ります｡

‑

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社に関する指針

針(平成16年4月間議決走)｣'｢学校における生徒簿に関する個人情

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

個人情報の使用日的

(文部科学省告示第1‑ 号)｣等を遵守します｡

2

に使用することはありません｡

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

個人情報の第三者への提供について

屋高等学校を含む)が行う各種事業及び行事に関する文苦の発送

員の個人情報を第三者へ提供することはいたしません｡

e本会は､本人の同意を待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､委託する個

㈲本会は､前条の°㈲の発送のために'必要な範囲内で個人データの取扱

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｡

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

4

も染滋へ

音量院敬蕎窓会嫌

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'瞑重

｢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｡

∩
間
閏田園

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

名古屋学院
名古屋中学校 名古屋高等学校

｢年度‑千円終身‑万円H
敬愛同窓会の維持発展に日頃ご協力を賜‑
平成二十一年度の会運営と母校の支援のため

●口座番号0038305

通信欄に記載されて

(上記図を参照)

います｡

瑠苧重し轟灘輯

厚‑お礼申し上げます｡

｢払込取扱票｣同封の方は郵便局窓口もしくは

会費の振込みをお願いいたします｡

ATMから同窓会事務局あてにご納付トさい｡

●店名〇八九(セロハチキュウ)

電話052‑721‑5271 h叩//wwwmeigakuacip/

名古屋市束区砂田橋二丁目1番58号

〒461‑8676

安井俊夫

●口座種別2 当座預金
●口座名義名古屋学院敬愛同窓会

ノ /

行

発

ー̲､一一

会費は年度会費(年間三千円)か終身会費(終

●金融機関名ゆうちょ銀行

e振込金額･名前･
e｢0038305｣とeナゴヤガクイン

身三万円)の何れかを選択下さい｡

(既に終身会員の方は不要です｡ )

*(&畿諾藷の

※銀行のキャッシュカードが必要です｡

匡星田 曜→

年度会費'終身会費納付者芳名は永久保

(平成26年度卒〜平成30年度卒は免除)

国m^m窯醐醐
表示される
恩慰欝

存簿に記録いたします｡終身会費の一部を同

●終身会費3万円

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

敬愛同窓会会長

圏畷懸
選択する

番号(A)*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
○振込銀行

(052 722‑2835)くださいo
窯譜ソウカイと
畷畷
機闘囲

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

e事務局へご連絡
e振込全額を入力する
0｢008509｣と入力するe｢0038305｣と入力するeナコヤガクイン

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

lゆうちょ銀行からゆうちょ銀行に振り込む場合経姦憂遜翻

※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｡

輯→輯→国→懸欝E'
2他銀行からゆうちょ銀行に振り込む場合(ローソン･フ7=リーマート等のATM)

敬愛同窓会

