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総会･講演会･懇

中止のお知らせ

敬愛同窓会は2021年6月19日(土)に

本部総会･講演会･懇親会の開催を予定しておりましたが

新型コロナウイルス(COVID‑19)の感染収束が不透明な状況を鑑み

誠に遺憾ながら今年度も中止する事といたしました｡

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます｡

令和3年4月

敬愛同窓会事務局
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少子化と人口減少である｡急激な出生率の低下
に伴い､年々の出生数は､戦後のベビーブーム当時

で､当分回復の兆しはない｡学校経営にとっては

の三分の一以下となり､学齢人口は減少の一途
極めて厳しい時代になりつつある｡と‑分け､私

る｡第二点としては､昨年来の新型コロナウイル

学にとっては､学校の存立を直撃する問題であ
ス感染症を端緒としての学校教育システムの急
激な変化への対処の問題である｡当面は緊急措
置としての教育､例えば学校での対面授業の代
替措置として多用され始めた情報システムを利
用した遠隔授業などは､コロナ騒動が終わった後
も､これまでの学校教育を大き‑変えることに

議も急増していることに注目してい‑ことが肝

なると思われる｡同時にテレビなどでの国際会

要である｡いずれにしても､教育をはじめ社会､

名古屋学院は､明治二十年の創立以来､今年
して一二一年を迎え､現存会員は三万人近い｡

経済のシステムが急速に大き‑変わることは間

で二二四年'敬愛同窓会は明治四｢二年に発足

愛知の私立学校としては'先駆的な学校であ

違いないと推察される｡

こうした大きな変化の中で'我が母校は､どの

‑､同窓会である｡明治､大正'昭和､平成'令和

と五世代にわた‑'愛知の伝統ある男子校とし

ように進んでいくか｡教学面での充実はもちろ

して一層の躍進を期待し､国際化時代にふさわ

ん､近年力をつけて来ているスポーツや文化活動

しい人材教育の揚となることを期待している｡

ていることは､学校はもとより､私たち卒業生一

二十一世紀になり､平成､令和の時代を迎え

同窓会としてもそのために出来る限‑の応援､

て､様々な分野で活躍する有為な人材を輩出し

て､社会'経済が､大きな変革の時代に突入した

の面での強化などによ‑､存在感のある私学と

と言っても過言ではない｡その中にあって学校教

協力をしていきたい｡

人ひと‑の誇りである｡

育も大きな節目に遭遇している｡第一の問題は､

令和3年度

師が派遣され'1887年名古屋英和学校が

誕生した教派です｡ここからF･C･クライン宣教

題も深刻｡子どもたちはインターネット環境を

も始まっています｡自然災害が続発し､環境問

はならないものは何か｡知識の伝達とともに､そ

変わらないものは何か｡変えてよいもの､変えて

れを用いる知恵を､｢敬神愛人｣の建学の精神に

所与のものとしています｡変わる時代のなかで

の世紀へ五つの元号に足跡を記します｡ところで

もとづいて酒巻する道､私学ならではの良さを

開設'以降134年の歩みを通して各界に有為

母体となった美普教会は単独の教派としては

活かす道が問い直されています｡

の人材を輩出してきました｡名古屋学院は三つ

ll‑年続き､1939年に元の鞘に収ま‑､

な歩みの証人となることを託され､おそれ畏みつ

加速する時代に､歴史ある名古屋学院の新た

のちに合同メソジスト教会とな‑ました｡しかし

びふたつに分かれる決断をしています｡

多様化する社会のニーズに応え､今年になって再

を除いてほほ授業にあてましたが､生徒や教員

戦をしながら対応しました｡夏休みはお盆期間

つ'主に感謝を捧げています｡

編成など多々必要であり､教員らも生徒らも滞

が汗だ‑の中､勉学や部活に向かっていた姿を今

気づけば2020年代､急速な少子高齢化､

神的にも肉体的にも我慢を強いられることが毎

でも思いたします｡また､修学旅行などの宿泊

足元で進む国際化､戦後体制の新たな組み換え

日のように起こり､本校の今後のあ‑かたや将

名古屋学院を創設したメソジスト･プロテスタ

来に対する多‑の課題の克服を進めることがな

配信したり､チャペル内で大展示をするなど､今

をしたり､クラス企画の様子をネットで各家庭に

た｡文化祭では､全国のOBとのリモート討論会

しかし､悲観するばか‑ではあ‑ませんでし

行事は全学年､中止に追い込まれました｡

年度は何とかコロナに負けずに様々を課題を進

かなかできなかったことが率直な反省です｡今

ント教会(美普教会)は1828年にアメリカで

忍耐は練達を
練達は希望を

近況報告では､2月末に高三総勢496名が

までになかった､今後の可能性を感じる文化祭

めていきたいと考えています｡

果たしました｡フレッシュな後輩らですが､まだ

になり､同窓会の皆さんと同じ﹃熱い血﹄が在校

卒業式を無事迎え､敬愛同窓会の仲間入‑を
まだ社会への階段を登‑始めたばかりです｡な

生にも流れていると感じました｡また､多‑の教

ネットを活用した様々な学びの方法を模索する

にとぞ温かい眼で受け入れていただけたらと願

など'他に頼らず自前で努力し解決していこう

職員が授業動画作成などのスキルを磨いた‑'
また､今年度は世界的な新型コロナウイルス対

います｡よろし‑お願いいたします｡

応により､多‑の学校活動が変更を余儀な‑さ

これからも精一杯努力して参りますので､今

常日頃より'本校oBとして､そして敬愛同窓

解､ご協力で乗‑越えることができました｡課

援､ご指導ご鞭漣のほどよろし‑お願いします｡

後の名古屋学院に､なお一層の厳し‑温かいご支

統､誇‑が皆を突き動かしていると感じます｡

も創立134年を数える年となりました｡昨

題や教材を自宅に郵送して学習計画を提示し

とする姿勢をみると､名古屋学院の歴史や伝

年4月に校長の職に就いて以来､責任の重大さ

れました｡3月から始まった3ケ月にわたる休

を今まで以上にひしひしと感じる1年間でし

り､ビデオ会議システムで生徒と出来る限り密に
つながった‑､通常ではありえなかった工夫や挑

たり､教員らが作成した授業動画を配信した

な対応'休校措置や感染症対策､行事日程の再

た｡ただ､この1年､コロナ禍という中での現実的

校期間は､多‑の教職員の努力と保護者のご理

加藤与仁

をいただき'誠にあ‑がとうございます｡本学院

高等学校校長

会として､様々な場面で本校へのご支援やご鞭漣

名古屋中学校･

∴:∴.∴騒 常 千 .*‑+. 隣渇く̲./,‑.二サー 劒B ぜひ百様のー子弟をお預けください 讃名古屋学院 名古屋中学校 名古屋高等学校 理事長盛山利夫

一十割Sd ･憾I 催繊鰹 白 r v ¥r ia‑一転 Irl a

｢∴ ｢.∴一二

校長加藤与仁 ㊦461‑8676名古屋市束区砂田橋2‑1‑58電話052(721)5271

と､友と交わり､共に学び､喜び､互いに正々堂々と向き合

今年度卒業生の学年は､入試改革諸制度導入にまつわる

ことができる､未来を創る人の学びの姿勢である｡｢愛人｣

で､何を目指していくのか｣を踏まえた上で探究し続ける

自分を知ることで'正解の軽い問に対して｢自分とは何者

者として'未来の世界を支えるべき存在である｡｢敬神｣の

示す動憩とは､神を敬,つことから得る謙虚に学び続ける

い､支えあうことで磨きあげた人間性とを持って卒業し
たはずである｡名中名高の卒業生は､建学の糖神の体現

姿勢とである｡過去と現在を知り'異なる価値と出会い､

ロールすることができない事柄に翻弄された学年である｡

ということに気付かされた学年でもある｡例年とは大き

同時に､己の社会的責任を自覚した存在であるはずであ

を鍛え努力することができる人間のことであり､それは

者とは､他者のために､チームのために､社会のために自己

とができるということである｡そして､｢敬神愛人｣の体現

‑異なる状況下ではあったが､卒業生諸君は､困雑な時だ

る｡これこそが､｢精神の紳士｣であ‑､名中名高の卒業生

が表すこととは､異なる他者を認め､尊重し､共に歩むこ

を忘れずに挑戦し続けて‑れた｡その姿勢に敬意を表す

からこそ､自分たちを支えて‑ださっている方々への感謝

一方で､普通に過ごしていては気が付‑ことが出来なかっ

混乱､そして'コロナ禍による混乱と､自分たちではコント

二〇"二年度大学入試状況 進彊導部長立石陽一
名高生大健闘
難関国立一〇大学38名̀
難関一四私大336名̀

三月二九日時点での大学合格状況は次の通りである｡

たかもしれない､様々を支えの中で自分たちが生きている

国公立大学二八七名(内現役一三九名)､私立大学一二

二〇二〇年度名古屋高等学校卒業生諸君､建学の楕

であることの誇りであると信じる｡

匹一名(内規役人六二名)となっ て い る ｡ そ の う ち 難 関 国 立

全ての事に感謝して､困っている人がいたら助けてあげる

台鰭数

舗善致

大学名

台髄緻

大学名

合繊

長浜バイオ大

1

京

1

鈴鹿陸療科学大

｢いちばん先になりたい者は'すべての人の後になり､す

大

6

関

西

大

16

近

畿

大

大
岡
福
1

工

大

大

島

山
松
5

広
129

環太平洋大
10

屋
阪

南

大

奈

良

大

1

岡

山

理

大

川

崎

医

大

35)

橘

大

同

志

社

大

20

儒

17

明治国際医療大

93

立

9

大阪鰹済法科大

1

r つ

甲

6

べての人に仕える者にな‑なさい｡｣(マルコによる福音書

都

33

館

大

7

( ∠

京

命

大

′ O
7

18

76

関西学院大
26

外
都

大
39

教

大

4

神の体現者として'この学び舎で得た自信と誇りを胸に､

の一年間は試練だが､本校で培った様々な力と､受験の経
験を極に､勇気と自信を持って再び挑戦して‑れること

一〇大学に二八名(内現役二三名)､難関一四私大には三
増え続けている医学部志望者の健闘も目立ち'国公立大

名古屋学芸大

三六名(内現役二三二名)が合格を果たした｡また､年々

ことができる素敵な人になってもらいたい｡

7

卒業生諸兄は､名古屋中学校高等学校での三年間へま

を信じている｡

大学名

森田智子(退職)

入江 浩(再雇用教員)

市川 巌(再雇用教員)

森田祐二(退職)

伊藤慎悟(退職)

2020年度退職者

教諭

教諭

教諭

教諭

校長

中学教頭

高校教頭

永田久喜

渡部修行

中山浩志

大薮博康

入試広報部長 青 山 明 広

図書情報部長 杉原辰雄

生活指導部長 小澤直幸

進 路 指 導 部 長 立石陽一

教務部長

宗教部長

加藤与仁

2021年度運営委員

事務職員

華ルを
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と挫折を恐れず挑戦し続けてい‑ことで鍛え上げた能力
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亦

ると同時に､新天地での活躍を祈念する｡一方で､残念な
がら希望を叶えることが出来なかった諸君は､これから

国公立大学医学部医学科に1 3名=⁚

大

たは､六年間'｢敬神愛人｣の横の下へ何事に対しても失敗

大学名

谷
龍
19

京都産業大
3

京都先端科学大
54

大学名

舗音数

大学名

員OB一体となってのサポートの賜物だといえよう｡特に
(2021年3月29日付け)

学医学部医学科には一三名(内現役七名)'私立大学医
学部医学科には一二名(内現役六名)の合格者が出た｡こ
れらの成果は､生徒の頑張‑はもちろん､偏に保護者教

園国公立大学

生活指導郡長小澤直幸
2020年度の活動は'コロナウイルス感染拡大の影

状況となった｡夏期に中学'高校とも3年生対象の代

響により､名古屋市愛知県総体をはじめ､各種大会
が中正か実施されても規模縮小で実施されるといった
替大会が行われた競技はあったものの､これまでの活
動の成果を発揮しょうと考えていた生徒達にとっては

︻高校剣道部︼
金利2年度東海高等学校選抜

令和2年度愛知県高校新人体育大会剣道雑技(12月)

2020愛知県‑部リーグ

スプリント

山内

出場

出場

山内

渉(5D)

中内

全

U18サッカーリーグ2020愛知県

団体戦 第5位
大会出場決定
高円宮杯‑FA

︻高校サッカー邸︼

優勝

サッカーリーグ

私学祭体育大会

2020JCSPAジュニアサイクルスポーツ大会

準優勝
︻自転車競技部︼
国大会(9月)(令利2年度

全国高等学校総合体育

なんともやりきれない状況であったことは否めない｡文
大会自転車競技大会中止に伴う全国大会)
杉下紺青(5G)

5位

減速彪琉(5K)
山内

浪速彪琉(5K)
渉(5D)

山内

優勝

トラック(全国選抜大会出場決定)

ロートトラック(全国選抜大会出

渡遷彪琉(5K)

渉(5D)

的位

渉(5D)

5位

3鳳インディウィデュアルパーシュート

8位

5位

‑鳳タイムトライアル

n位

渉(5D)

フライング200mタイムトライアル

トラノク競技

2020年度愛知県高等学校新人体育大会(Ⅱ月)

スクラッチ

渉(5D)

化系の大会やコ/クール系においても同様で､中止され

本校の各部活動においては感染対策に十分脅志し､

たり､実施できても規模が縮小されたりオンラインな
ど従来と異なる形での実施となることが多かった｡
また練習方法についても各クラブで工夫しながら'活動
績を残したクラブも多‑みられた｡

を行ってきた｡このような厳しい状況の中で輝かしい実

運動部では､帯板のテニス水泳(競泳)陸上競技自
転車競技､個人参加でスキー競技∴文化部では'文学
部が全国大会に出場した｡
高校テニス部の大矢群生が全日本選抜テニス選手権

大会において全回優勝､高校陸 上 部 の 西 徹 部 が 全 国 高
等学校陸上競技大会2020､110mハードル競技で

山内

渡遠彪琉(5K)

第3位入費､文学部の三宅航畔が第23回俳句甲子園
全回大会において個人優秀損､中学テニス部では令和
2年度全国私立中学校テニス選手権大会において団体
戦第3位入賞へ個人戦では中庸勇夫が第4位入賞､高
校水泳部では天野開斗が2020年度第43回全国
渡遽彪琉(5K)

場決定)

1位

JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会男

ロード競技

子400m自由形競技で第5位入賞など数々の実績を

︻高校ラグビー部︼
2地区愛知県大会(Ⅱ月)

優勝

110mハードル

男子400m自由形

︻高校水球部︼

第5位

天野開斗(5I)

令和2年度愛知県高等学校水泳競技大会水球競技(8月)

会水球競技(9月)

優勝
令和2年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技大

愛知県予選(7月)
全国高等学校ゴルフ選手権特別大会

男了の部

第6位

優勝
︻高校ゴルフ部︼
令和2年度 愛知県高等学校中学校ゴルフ選手権
団体
2020年度

東

東海

愛知県高等学校ゴルフ新人戦

ゴルフ対抗戦

ゴルフ対抗戦

山田倖生(4C)

第22回

中部地区予選出場決定
(9月)

令和2年度

第8位

ヨネックスジュニアカップ

第5位

愛知県予選(9月)

ヨネックスジュニアカップ

男子の部
第4回

大会

第4回

男子の部

海大会出場決定
2020年度 全国高等学校コルフ選手権特別大会中
部地区予選(日月)

第3位

緒方怜(5K)

男子の部 第日位
二品校スキー競技︼
第74回愛知県高等学校総合体育大会スキー大会(1月)
男子ジャイアントスラローム

第70回全国高等学校総合体育大会スキー大会出場
決定
︻文学部︼
第23回俳句甲子園全国大会(6月)
団体 出場

淀(6C)

篠原圭太(5G)

(第3席相当)磯部
(ベスト8相当)

東京都教育委員会賞

個人 優秀賞 三毛航唾(6F)
第14回全日本学生ジュニア短歌大会(9月)
小島なお賞

鬼頭孝幸(6H)

第三回｢超然文学賞｣(lo盾)
優秀賞

篠原圭太(5G)

篠原圭太(5G)

第的回全国俳句大会｢ジ三一アの部｣(Ⅱ月)
優秀賞

木村功太(6M)

鬼頭孝幸(6H)

大会賞

佳作
浅井謙臣(5F)

鬼頭孝幸(6H)

篠原圭太(5G)

西彼朗(5B)(県高校タイ､

合和2年度愛知県高校新人陸上競技大会(9月)

土屋大智(4K)

第一席

減災部門

入選

篠原圭太(5G)

優秀賞

(高文連)ボランティア専門部活動発表会

︻人文･社会科学研究蔀︼

俳句部門

文芸部誌部門 第二席 ｢文筆帖﹄第12号
全国高等学校文芸コンクール(Ⅱ月)

全国経文祭出場決定

2020年愛知県高等学校文化連盟(高文通)文芸専門
砲丸投げ

第二席

大会新)

名

第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会第

ながらの活動にはなるが､本校の変わらぬ活躍を期待

2021年度もコロナウイルスの感染対策を実施し

残した｡

したい｡

東海地区

大矢祥生(6K)

団体戦

古屋南北支部予選会(9月)
学校対抗戦 総合優勝 フィールドの都

準優勝
︻高校陸上競技部︼
金利2年度愛知県高等学校新人陸上競技大会

︻高楼テニス部︼
優勝

2020JOC全日本ジュニア選抜室内東海予選(Ⅱ月)

個人戦シングルス
予選(日月)

全国大会出場決定

第43回全国選抜瑞枝テニス大会
第3位

砲丸投げ

安藤蒼史(5F)

西徹郎(5B)

俳句部門

準優勝

加藤史也(5D)

部文芸コンクール
第8位

円盤投げ

大矢群生(6K)

や‑抜け
東海大会出場決定

優勝

第5位

個人戦シングルス

第8位

第41回 全日本選抜室内テニス選手権大会(12月)

︻中学テニス謡︼
準優勝

︻高校水泳部︼
第43回全国IOCジ三一アオリンピック

カルーフアイマン(6G)

110mハードル

全国私立中学校テニス選手権大会(12月)

2020年度

人種競技出場

第3位

全国高等学校陸上競技大会2020(Io月)

愛知県中学生新人テニス大会(Ⅱ月)
団体戦

全国私学大会出場決定

第6回東海私立中学校テニス選手権大会(叩月)

優勝

第3位

令和2年度

第4位

カップ夏季水泳続投大会

団体戦

中魔勇太(2F)

個人戦

四四回四g

卒業生'生徒'保護者､同僚から絶大

長が三月末をもって退職し'横浜にある

な信頼を寄せられていた森田祐二前校

された｡クリスチャンである森田先生は

関東学院中学高校の校長として紹鴎

勤続三十五年､だれよ‑も名古屋学院

を愛し､進学実績の向上､国際化の推

してきた｡森田先生のような人材の流

進､部活動の活性化なとにピジョンを一示

出は学院にとって大きな痛手であ‑大

知る立場ではないが､森田先生の新しい

変残念である｡この事への学校の対応を

昨年の2月にパワハラを受け休職を

学校での活躍を期待したい｡

に追い込まれることになったと伝え聞

余儀なくされていた女性職員が､退職

く｡このような人権問題に対して学院

の良心であるべき牧会から逮出された

果たすことができたのだろうかと思う

役員(理事)の方々は十分にその務めを

こうした場合は､理事長が先頭に立っ

ところしきりである｡

て教職員の意見に耳を傾け'現場の意

‑の同窓会の関係者も願っている｡その

見を尊重する学校であってほしいと多

ためには敬神愛人の建学の精神のもと

に､隠し事のない風通しの良い教育の場

特に本校のようなキリスト教主義学

であることが肝要である｡

校の経営にあたっては､理事長､学院長､

るのは当然である｡パワーハラスメントの

校長や役員には高い倫理性が求められ

ような出来事があってはならない｡あろ

文責

秋重

泉

うとすれば全容を解明し'責任を明ら
かにすることが肝要ではないかと筆者

は考える｡

教訓

俚):

教訓

儖hﾞ疫H

蓼ﾍﾂ

S61年

z(ﾉ(爾

S62年

楮譴

u

教訓 亶ｹOi

闔ｩ

橙

Hｧr

亶

｢

H10年

教諭

Hｧr

H12年 凉ﾘ怩

ﾕ

教諭

倆

H3年
H8年

教諭 傅ﾉ}

ﾈ屍

H13年

ﾕﾘﾉ"

ﾈ屍

H13年

Hｧr

令和2年度収支決算報告書及び同3年度予算案
決算

日･令和2年4月1日

至令和3年3月31日

予算

自今和3年4月1日

季令和4年3月31日

名古屋学院敬愛同窓会

教訓

hﾋ8ｫ

教刑

Eb

Hl5年

Y8xﾕﾘ樞

教訓

俛

H15年

(

(単位円)

蓼ﾍﾂ

倆

橙

H16年

科目

假ｹ?ﾈ,ﾉYB

令和3年度 予算案

予算 佇亥｢

Hｧr

繰越金 迭ﾃ C"ﾃ# " 5,042,202 7,455,000 3,240,000 300,000 10,305 1工05,000 6,272 12,OlO 途緜 "ﾃ SB r # ﾃ

教諭
教諭

.
ｩ

教諭
教訓

i

Yu2

9<H譴

教諭

It2

h飆￨r

ﾃ

3

ﾃ

ﾃ

年度会費 寄付金

ﾃ

ﾃ

ﾃ

ﾃ

Rﾃ

ﾃ

2ﾃ

10,000

Hｧr

H24年

雑収入

剴2

預り金

Hｧr

H24年

ｨﾔｹu2

終身会費

ﾎ｢

H20年

教諭 俘)nﾉ{ｩ

ﾃ

7,590,000

Hｧr

H19年

ｩ

教諭 傴ﾉ

蓼ﾍﾂ

H19年

儼ﾉ8y￨

教諭 冦

H17年 凉ﾘ怩

H18年 俛

萎委i[ﾒ

令和3年度事業計画案

倅

S52年

R

‑会報の発行
｢敬愛｣第飢号 令和3年年5月1日発行予定
｢敬愛｣卒業特集号 令和4年2月27日発行予定

教訓

橙

2同窓会本部諸行事
★定時総会講演会懇親会

(ﾔr

ﾘ

凭冦慰i

H5年 倆

東急REIホテル

教諭 佶9
教訓

k靫ﾂ

6月19日(十)17時より

(

ﾈ屍

場所

入試広報部長

S56年

4月10日(土)

8ｷhｮﾂ

仆8怩

★定時評議員会

高校教頭

卒年

★理事会4回開催予定

kﾂ

★理事会小委員会の開催

倩

3枚愛同窓会コロナ対応奨羊金設立
4支部各年次職域等各クラブOB会への
出席と支援
5成人礼拝の開催
6学校行事等への協力支援
7生徒及び生徒会に対する支援活動
8学校グッス製造販売
9PTA活動への協賛

職名

合計

R繝S

ﾃ#

"

17,170,789

rﾃイRﾃ

SB

ﾈ屍

H25年

科目

ﾎ｢

倡因

,ﾉYB

令和3年度 予算案

予算 佇亥｢

再雇用教員 冩x岑ｶ
再雇用講師

ﾈﾕﾘﾕ

非常勤講師

S50年

ﾈ椹nr

9(hｻﾘ譴

H10年

非常勤講師

XﾋIyﾙ

非常勤講師

:

S51年

ﾎ｢

S54年 倆

ｨﾋ9l

非常勤講師 傅ﾉ
非常勤講師

ﾂ

ﾂ

yD

橙
ﾎ｢

給,A

ﾃ

0 44,430 2,363,000

会議費
事務職員費 涌
過勤手当 交通旅費 # ﾃ

Rﾃ

00,000 200,000 2.550,000 230,000 105.000 300.000

ﾃ

3 ﾃ

ﾃSS
# ﾃ

ﾃ

S ﾃ

ﾃ

3 ﾃ

S ﾃ

210 102 79 260 20 800 130 90 443 4.826 75 19 7 21 8 9,504 田#

#

S60年 儖ﾈ
傚

,i

H23年

h*ｹ̲ｲ

通信費 剴#S

都R

3s

Cッ

c

涛

ccR

cC

慶弔費 年次OB会費 劔150,000 800′000 130′000 150′000 450′000 5.050.000 130,000 60,000 20,000

Hｧr

H28年 倆

橙
420,000

5,020,000
事務費 塔

c ﾃ

# ﾃ

c

# ﾃ

2纉sR

OA.IT関連費 雑費 予備費 小計 劔810,000 201000 150.000 ll,685,000

126.025 10,815,000

50,000 釘ﾃS
計

ﾃツRﾃ

" 50.002
# 鉄
9,558

4,985,202 途ﾃc
合訂

2021年度聖句

貸借対照表

Rﾃゴ

ﾃ#

"

"

154 澱ﾃ

17,170 都ヲ

‑一国..国

金

預

金

32,855

60,023,942

(単位円)

基

本

金

事業運営調整金
退職金積立金
繰

合

計

Bﾃ

SB

17,839,154

予備費の充当卒業記念捕23′975円

令和3年3月31日現在

現

ﾆﾂﾃs3Rﾃ

田3R

60,056,797

越
合

金
計

47,038.733

4,964,113
441,797
7,612.154
60,056,797

"

280

4度目の

会場"KKRホテル東京

会費,,社会人7000円/学生5000円

会費"社会人8000円/学生5000円

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

問い合わせ先

会に出場すれば4大会連続となります｡馬
先生の指導の下'何度もインターハイで優勝

会場"大坂心斎橋中華料理店｢大成閣｣

術部は伝統あるクラブで全盛期には横江功

oBも大岩さんで3人目となります｡

を飾っています｡オリンピックに出場する

おります

オリンピックに挑む一

蛍 ︺ ‑ 秦 )

iri夢㌢:∴

1月24日の中日新聞朝刊に馬術部oB

( 文

中産聖∴

されました｡大岩さんはオリンピック東京大

はクライン･メモリアル･チャペルが掲載され

故･竹田耕三さん(昭和40年卒)の実家､有

ました｡写真は同窓会理事を務められた

です｡先代の社長をはじめとして竹田家の

松で江戸時代から続‑｢竹田募兵街商店｣

ます｡

関係者には多‑の名車･名高の卒業生がい

｢震‑があり'衝道

重い｡邸内に入るとい

の魯抱だった｡塞な賞揚

阻喪溝道に治っ一･席更的な

南並のの罵(食蕃畠

欝祭日らしい.髄塵では

くっもの重の出展に囲裏

萱｡一K)一六雲︼月'

雪

飯り襲めの新しい道の械家が

田蟹寿漬す石板.今も

から藍話し､現代に青

駿り攻めによってHF末期

かれて蔦

紋りの厘不全などの餌‑も剛

話巨に指定されだ｡

国の｢愚保
名窒富廷吏下

I.〇･ヽ

ハ〇八

興の霊した萩鼎闇
竹田兵衛商店は

(虞真土一一)年の創‑祭｡飯地
莱津田が今に伝わる.表通

捧丁蓋Hr紅戸一恋の義

りに画した真電憂畠関

旧級の座の手入れを一手に

的愛読露悪与える｡

と凧悪賢の大き麓扇が度劇

引き受けている親方の鰹で
崎竹田臓の玄関に館兄事な

SSS喜劇搬珊劃髄室i臆誰もやらない

関東支部支部長野村晶
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

総和3年度関東支部総会のご案内澗
生命和3年度関東支部総会のご案内言i 日時ト,2021年10月8日(金)18時15分‑21時10分

令和3年度関西支部絵のご案内網

大岩義明(平成7年卒)さんの記事が掲載

｢街の記憶 薮野健
描き歩き｣毎週金曜

｢敬愛｣の表紙絵でおなじみの薮野健先
坐(昭和3 7年率)が東海地方の各地を訪れ

描いたデノサ
ンが昨年5月

から中日新
聞に連載さ
れ､6月まで

蘇‑予定と

/̲

なっています｡‑

1

解説は同窓コ.,

ンどの秋重泉
さん(昭和4

年卒)｡3月
5日(金)に

(この写真は中日新聞社の詩話を得て転載しています)

(この記芽写真は中日新聞社の許諾を得て転載しています)

2021年1月24日中日新聞掲載
2021年1月22日中日新聞掲載

日時ト,2021年10月15日(金)18時00分より(懇親会/18時30分より)

問い合わせ下さい○

(携帯電話:090‑3543‑2089)

問い合わせ先

出席者の皆様に自己紹介､人生の抱負.経験につ

〒558‑0032大阪市住吉区遠里中聾5‑8‑21

いて語っていただきたいと思っています○

敬愛同窓会関西支部｢斉藤豪己｣

是非とも多くの同窓生の皆様のご参加をお待ちして

歴史的な発見か‑･

名古屋英和学校の
写真多数発見｡

史｣に掲載されているが､掲載された写真の

年史｣｢名古屋学院Ioo周年記念写真

英和学校初期の写真は｢名古屋学院百

｢杉山コレクション｣と言ってよいこれらの

つけた杉山さんが落札したとのこと｡

写真は､おそら‑丸山先生の子孫の関係者

や第2代校長モルカン､第3代校長リチャー

調査､研究は今後に待つとして'写真の何

入手できたことは奇跡的なことだ｡

態は驚‑ほど良好だ｡これを学校関係者が

原本は百年史編纂後に行方不明とな‑､

ドソン､アメリカ人教師､日本人教師の写真

点かを杉山さんの許可を得て敬愛誌に掲

が古書店に売却したものではないかと思わ

が多数含まれていることだ｡また､日本の廃

れる｡丸山先生ご家族の写真も含まれてい

丸山慰先生が所有していたと思われる写
嫡運動の先駆者で英和学校教師であったユ

写真はいずれもオリジナルのもので保存状

真が発見された｡発見者は名古屋学院大

間を表す｡

載させてもらうこととした｡年号は在任期

未だに発見されていない｡今回発見された

学職員､杉山晃一さん｡杉山さんの話によ
われるものも含まれている｡

リシーズグランドモルフィの家族写真と思

るが､驚いたのは創立者クライン博士夫妻

ると､これらの写真はウェブ上の古書店で

昨年のこと､名古屋英和学校第4代校長

オークションにかけられており､たまたま見

(

7
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②教師と生徒の集合
夕一号74ノ/8ノ8‑i

幽避仲秋堆禽改暦美本博

運漢謹書溜i.

〜

;人を彩り,暮らしを豊かにする｡咽＼li､鞠翻サ

一語麿的軸,

〟 剌¥一∴∴÷∴
譏ﾜ
圭一iliTで∴∴苧亨:認高話爵

一∴ 一千青首

春日弊店⑥請,帽http佃zuya'còjp TEL(052)773‑1515(代)豊器謙瑞1(代)

〜

ておらず､学校のどこかに眠っているものと

第2校歌｢希望はばたく｣と古関裕而さん

保有している人はほとんどいないものと思わ

れていたが､十数年前に昭和41年卒の林正

後の卒業生に歌い継がれることになった｡名

∴∴∴∴叫"∴面‑‑〇一巾i‑∴.｢∴∵∵｢｢∵‑∴『

れ､新校歌の楽譜が全生徒に配布された｡

午)は名古屋学院の第2校吹｢希望はばた
道さんから当時校長を務めていた同級生の

古屋学院大学の校歌でもある｡一方､名曲

醗1‑‑ll.iii鞠....‑閥 /i‑i勝師事i一°i ∵冊で｢恵

昨年のNHK連続テレビ小説｢エール｣で

‑｣の作曲者だ｡作詞は門田穣さん(大正13

秋重泉さんにその譜面(写真参照)が託さ

(山中利幸作詞､津川圭一作曲)は年月の

として愛されてきた第1校歌｢曙の蒼空｣

できる｡｢明朗に｣とか｢M

ものだ｡

ただき､入学式､卒業式などで歌ってほしい

∴∵ 〜 樋"i'ー

話題となった古関祐而さん(1909‑89

年卒)｡門田さんは美空ひば‑にも歌詞を

れた｡現在は同窓会館に展示されている｡興

推移とともに歌われることが少なくなって

をどと歌い方や演奏の指示も書かれている｡

闇‑ii↓ii

このようにして第2校歌は昭和36年以

書いた有名な作詞家だった｡門田さんとのつ

味深いことに､古関さんの筆跡と写真を比

しまった｡現在の生徒たちにもぜひ覚えてい

残念ながらオリジナル原稿はまだ発見され

NilmT罷駐疎澱､ーieii

思われる｡

なが‑で古関さんに曲を依頼したものと思

M‑‑102｣

較してみると､この譜面は自筆原稿と断定

だったが､伊勢湾台風の大被害のため翌35

昭和34年に曲は完成し発表される予定

われる｡

年に延期された｡お披露目は盛大に行わ

人に｢素敵｣を○ 7L坤G的UP‑ 耕?坤ブ甜 oHjb耕図 g'TmEr漢書 萎⑭‑〇一‑0 〜‑国馬需義一^" 租̲

敬愛同窓会では､母校のグッズの頒布を行っております｡
アイテムは､ピンバッジ､ネクタイピンへネクタイの3種類｡

1,500円900円

国∴∴｢:∴言∴∴:言 劔瞳獄 .‑.,‑ ネクタイ 5,000円
耳)長3封筒ピンバッジ&タイピン組.及び各1個ずつ1‑.‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑.120円 角2封筒ネクタイ.タイピン&ピンバッジ1組‑一一.一一‑一一1210円

送料(下記以外はお問い合わせください○)

称

敬愛同窓会基本金から充当し､

敬愛同窓会コロナ対応奨学金

｢轢学金設立し
名
金

本奨学金の基本は､新型コロナウイルス感

支給規定第2条4号該当者

学校法人名古屋学院奨学金

令和3年度1年間

コロナ対応奨学基金を設ける

資

間

総額120万円1人最大10万円迄

期

奨学金額
受給資格

目的と名称

染症蔓延に関して､一時的経済状況により名古屋学院に
通う事が困難になった生徒の学習機会を少しでも確保
する為､名古屋学院の奨学金での不足部を若干でも補
踏まえ､このような名称とした｡

充する意味で設けた｡又単年度的な制度であることを

名古屋学院奨学金支給規定2条4号にあ
る｡｢家庭状況の急変等によって､学費負担が著し‑困

器EIG23‑mOi7IBoG4.‑.‑5詔讃麗懸軍

学校現状

難になり､教育上経済的援助が必要と認められる者｡｣

として学校が認定した者に対して学校から支給される
奨学金額は､授業料の432･000円である｡しかし

その他に施設維持費､pTA会費､学年会費'修学旅
合わせて年間平均606‑000円(授業料込)必要と

行費等､学年により若干相違はあるが､現状では中高
なっている｡

総額120万円｡‑人当たり最大10万円迄

愛同窓会基本金4‑700万円より120万円を充当

資金÷コロナ対応奨学基金｣を新たに設立し'原資は敬
する｡

奨学金額

名古屋学院奨学金支給規定2条4号に該

令和3年度限‑

とする｡

期間

受給資格

敬愛同窓会よ‑対象保護者の口座に送金

当すると学校が認めた者｡

本奨学金には返済義務は無い｡しかし､奨学金

支給方法

その他

｢停止｣｢取‑消し｣｢返還｣に関しては学校法人名古屋
学院奨学金支給規定第8条･9条に準ずる｡
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下記敬愛同窓会宛て申し込み下さい○

TELO52‑722‑2835FAXO52‑722‑2838E‑mailkeiai@meigaku.ac.jp

振込先愛知銀行大曾根支店店番205口座番号963541
口座名義ナゴヤガクインケイアイドゥソウ力イ振込手数料は各自ご負担下さい○
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∴

て地道に進めることだと考え､今も変わらず

ます｡一人ひとりのお客さまとしっか‑繋がっ

かを常に意識し'それと諦めないことだと思い

がるか､お客さまから自分はどう見えている

のだろうかつ若者は傲慢で自己中心的でし

ろうか｡若者は常に後先考えず'それしかな
い生き方の中でもが‑｡だが'本当にそうな

それを過ぎ去った大人の観点からではないだ

青春は美しいのだろうか｡そう感じるのは

の歴史や名古屋学院の134年(1887年

い｡そんな狭間で社会に出て行‑｡正義とか

前なことを知る｡大人でもない､子供でもな

うことが如何に苛酷で'実はその方が当たり

かモノを見られをいのた｡そして生きるとい

人と人(企業)の繋が‑を大切にしています｡

創立)の歴史､中央大学の136年(1885

正しいというのは将に誤謬でしかない｡社会

本年で私も64歳になります｡自分の人生

今号も我が同窓生の活躍されている
年創立)の歴史'トーエネック77年(1944)

はそんな形では動いていないのだ｡ここに

URL:http://daiich主 兮w.gr.jp/

ｵｸｯH

〒460‑0002名古屋市中区丸の内2‑18‑22 劔 v izｹz
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様子が､各界から飛び込んで来て
の重みを感じています｡

の歴史､在籍期間は短‑ともその歴史､伝統

嶋鰯

清少納言の﹃枕草子﹄の｢春は曙｣を基に'

ギャップがある｡

しく､かつ長いものであるかを示したかった｡

京都の一年を､そしてその一年が如何に恐ろ
とても分厚‑､重‑かつ二段枠の七〇〇ペー

r

おります｡

これまでの人生様々な方と出会い､楽しい
こと'そして苦しいことなどを乗り越え過ご
してきました｡

ジもある重厚長大な本｡一体誰が読むのか｡

感謝を忘れず先輩を敬い､後輩を慈しみ､
ています｡

サルトルにも会った‑

だったのか｡あの﹃ロ一言の中にもあるように

フランスで頑張って勉強したものは一体何

なった｡私の生きた証は一体何だったのか｡

は一体何だったのかと改めて考えることと

一体何なのか｡今回のコロナ禍の中で私の生

ただいつもどこかで不満があった｡それが

のた｡

た別のことでしかない｡分からな‑ても良い

は自由なのだ｡分かって貰いたいというのはま

ストを逸脱出来ない｡だがこの本の中では私

授業で若い人に話すのは限りがある｡テキ

目も疲れる｡

温もりのある人生を過ごしていきたいと願っ

を祈念しております｡

コロナ禍の大変を時期で
ありますがoB各位のご
健勝と名古屋中学÷同校の
ますますのご発展ご繁栄

名中生徒会で
愛知県下初の長髪を
実現した日比野智さん
日比野智さん(昭和41年卒)

また､私たちの時代には大学封鎖もあり､
大学に行かない長い時期があったのだが､そ
れでも今の大学生とは違っていた｡勝手に自

宇部興産機械株式会社 日本無線模式会社

(秩)トーエネック､

専務執行役員として活躍
立花宏之さん(昭和5 年卒)
立花さんは陸上競技部OBで在学中はイン
ターハイにも出場｡中央大学を卒業後(捕)
トーエネックに入社｡現在専務執行役員のほ
か'営業本部副本部長と営業部長を兼務｡名
古屋学院大学評議員｡

みなさまこんにちは｡名古屋高校同窓会
会報｢敬愛｣をいつも楽しみに読んでいます｡

私は昭和48年に母校名古屋学院高校に入
学しました｡学生時代の思い出としては､や
はり中学時代から陸上部での競技生活を引
専門は走り幅跳び､その他4×100米リ

き続き行なったことでしょう｡
レー(‑症)､100米'走り高跳び､三段跳び
をやってきました｡2年次全日本ジュニアオリ

んでは議論し､また麻雀､パチンコなどをし､

分たちで本を探して読み､映画を見､酒を呑

℡ 052(262)707日代)

moto@d 凾ﾇ‑1一一コ〃 昧椿ﾆ

℡ 03(6260)9791

ンピック入賞､3年次東海大会優勝'インター
ります｡

ハイ､日本選手権出場など数々の思い出があ

ました｡

一九六六年名古屋高校卒｡同志社大学経済学
部卒｡フランスの大学に6年半留学｡帰国後フ
リーランスの記者として週刊朝日誌どに執
筆｡翻訳､フランス語会話'大学講師､予備校
講師などを歴任｡京都在住｡今年自著｢口三
を上梓した｡
ニックネームは｢エ一三｡名中時代は生徒会長
を務め̀愛知県下の中学校で初めて長髪を実
現｡金城学院と生徒会を通じて交流｡廃部状
態だった演劇部を復活させ̀全国高校演劇な
どに出場｡また､全国英語弁論大会で入賞へ名
古屋大学主催では全国二位｡

東京事務所東京都千代田区内神田二丁目1 1番6号

義認麗語草問詰顎騒

社名古屋市中区栄五丁目24番33号

本

TEL:052‑211‑2236FAX:052‑211‑2

の7mJm･=:響慧

‑宮浦 Rights

総合機械商社

緯Y Xｴｹhｨ

tn 務 三十 iYI&饑ｲ

乏

代理店
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三国重工株式会社

株式会社GSユアサ

こ笑顔と安心を ‑法律事 劔所領童鞋

栗本鉄工所Iil崎重工業株式会社

株式会社

卒業後は中央大学に進学し'引き続き陸
上競技部に在籍し競技生活を続けてまいり

現在は株式会社トーエネック(電気･空調
管･情報通信など総合設備企業)に勤務し入
営業で大切なことは'いかにお客さまと繋

社41年になり営業を担当しています｡

最高の品質とサービスを提供する

だからこそあの当時の若者を描きたかっ

を書‑ようになり､出版社や新聞社からも

は勉強しに行‑というよりラグビーをするた

す｡学生時代はラグビー部に所属し､学校に

時のラグビー部は昔ながらの部活というか､

めに通っていた3年間でした｡現在とは違い当

から講談社文芸文庫の文庫本の年譜や解説
時々原稿を依頼されるようになった｡

六十歳で日本陶磁協会の定年を迎えた

社

〒472‑0007愛知県知立市牛田町前田5番地の1

FAX(0566)81 ‑1 258

〒464‑0833名古屋市千程区大島町一丁目1 7番地

ていたように思う｡
た｡生きた証､ここに生きているのだという実

昭和の部活というか'上下関係が厳しい時代
で､先輩方から日々厳し‑礼儀や振る舞い

感の中で生活していた｡それが描きたかった

も茶人でも趣味の世界には定年がないのに､

時'芸術院会員の或る先生から'｢陶芸家で

私の本に興味を持たれたならば､瀬戸市の

のかも知れない｡

もたった1､2歳しか違わないのに､先輩方に

を､愛情たっぷりに指導して頂きました｡今で

言われたことがあった｡私にとっては嬉しい抗

込まれていますね｡(笑)

FAX(052)751 ‑6401

TEL(052)751 ‑6400

何故日本陶磁協会には定年があるのか｣と
議であったがへ組織というものは後継者を育

お会いすると､自然に背筋が伸びて挨拶して
しまいます｡先輩の指導が潜在意識まで植え

ました｡それはラーメン屋さん｡20代の時に開

てないと存続出来ない｡老兵は去るべきであ
るのた｡幸い文筆業というのは､自宅に籠って

業を決心しました｡しかし､弟子入り修行は

高校を卒業するときには将来の夢があり

二､三本､展覧会などの推薦文を二'二一本と

いでも仕事が出来る｡コロナ禍で講演会など
は皆無になったが､連載を三本､依頼原稿を

メン食べ歩きの旅に出て'全国のラーメンを研

せず､ポロポロの格安車を買って日本一周ラー

大里一郎(平16卒)

創業1919年､学校指定制服専門店 j)

ミツワ印刷(水野義朗君)に連絡して下さい｡

い目である｡翌十二日が私の六十殻の誕生日

製造･施工･販売

繊Cuu,34m瓜

老後の初心
忘るべからす
森孝一さん(昭和44年卒)
(美術評論家･日本陶磁協会常任理事)

月に九本ばか‑の原稿を書き'他にも展覧

究しました｡時には店の裏口のゴミ箱の中を

会の企画や

ているので'

企業の広報
の仕事をし

ていました｡周りは心配して‑れましたが､ラ

1号店をオープンしてから3年‑らいは年中
無休､深夜まで一日も休むことな‑営業し

グビーで体力､先輩からの指導でメンタルが養

こっそり見た‑したこともあ‑ましたね⁚｡

本当に有難

東日本大震災が起きてから早や十年｡三

であったが'大震災でそれどころではな‑なっ
思っている｡

いことだと

｢好きな事が仕事｣なので趣味を楽しみなが

われたことが大いに役に立ちました｡しかも
ら過ごす毎日､という感じで楽し‑て仕方あ

りませんでしたね｡今は組織を運営する立
場なので若干仕事っぽいですが｡

名古屋支店

詳しくは:http://www.Ookurayaijp
a̲i).
･cTe

E一maii meihan@crocus ocn ne JP

お問合せ先TEL:(052)528‑5502

TEL(0566)82‑881 8

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

名阪興業株式会社
㊨ 大里健二(昭46卒)

大詰寓居

本

'tFD

月十一日の震災は､私にとっては忘れられな

はコロナ禍で人を集めることが出来ない｡ま

み､愛知と岐阜を中心にラーメン店を展開し

岐阜タンメン｣でお馴染

ている株式会社岐阜タンメンBBCの宇佐美

｢岐阜と言えば

ンミンSHOW極｣にも登場しました｡

メン｣も展開｡昨年̲ 0月にはテレビ｢秘密のケ

｢博多一フーメンばりばり軒｣̀新業態｢カブサイ

取締役会長宇佐美貴慮さんは平成3年卒｡

気店にI･｢株式会社岐阜タンメンBBCL代表

｢岐阜タンメン｣を創業̀一躍行列のできる人

宇佐実員康さん(平成3年卒)

行列のできる
ラーメン店を創業

た｡十年後の今年古稀を迎えたのだがへ今度
だまだ老けるのは早いという天命と思って､
諦めることにした｡

震災に対して｢自分は何を成すべきか｣と
考えた時､これまでの焼物の研究史は､焼物
の技術や造形については語ってきたが､その本

質については多‑語られていない｡その話を
﹃中日新聞﹄の某記者に話したら､すぐに｢や
きものの田潜心｣をテーマに中国朝鮮･日本の

焼物の本質を探る一年間の連載が決まった｡
芸｣と超して､日本の焼物について十回連載

その後､﹃日経新聞﹄の美の十選に｢破格の陶
することになった｡そして､都瑠文科大学で

も｢比較陶磁史｣を中心に講義することに
なったのは､とてもいい勉強になった｡

私がいまのように文章を書‑ようになった
んは若いのにいろんなことをよ‑知っている

のは､四十歳の時､白洲正子さんから｢お前さ

が'それを表現しなれければただの知識に終

と申します｡

30年'高校生活がついこの間のように感じま

平成3年に名古屋学院高校を卒業して約

わる｡表現して初めて自分のものになるん
生はつまらないよ｣と言われたからだ｡それ

だ｡自分のものにしなければ､お前さんの人

交通安全施設

名古屋大須発の
バッグブランドを創業
水野浩行さん(平成̲ 5年卒二
省資源やゴミの減量̀またcO2削減といった
エコロジーをはじめ､地球と社会に配慮した
デザインを手掛ける大須発のバッグブランド
MODECOを創業し代表を務め̀注目を集
める若手起業者

んへのメッセージを述べたいと思います｡

はじめに現在の仕事の話をいたします｡平
成50年に文部科学省に入省し､大臣官房総
務課を経て､令和2年4月よ‑高等教育局

のことと､後輩(大学生及び在校生)のみなさ

大学振興課大学改革推進室という部署で働

て､2010年にMODECOというブラン

はsDGs(持続可能な開発目標)へと変わ

ドを立ち上げるに至‑ました｡

り､循環型社会の創成期に入ったと感じてい

は､入省前のイメージとはずいぶん違い､地道

いております｡いわゆる官僚と言われる仕事

ここまで本当に粁余曲折ありましたが､今年

ます｡私自身もMoDECOのモノ創りだ

な作業をする一方､若手でも数億円の規模の

でn年の歳月を迎えます｡時代のキーワード

けでなく､コンサル業として新たなプロジェク

トを立ち上げ､社会創りを目指し､活動の幅

事業を任せられるなど､とても刺激的な仕事

国の教育を所掌しており､この目のかたちが
どうあるべきかを考え抜き､それに向けた必

特に文部科学省は､国家百年の計である我が

であると日々実感しながら働いてお‑ます｡

を広げています｡

今の時代にすべきこと｡それは未来に向け

社会問題のソリューションをすべ‑､身を粉に

要な教育を実施してい‑という大きな使命
があります｡国際情勢の変容及び科学技術

https;//www.sakurayamasha.com全国書店､Amazonなどでお買い求めください○

て新たな社会基盤を創‑上げ､より良い社会
が未来にあると確信し､現代に残るあらゆる
してこれからも生きていこうと思います｡

℡052‑853‑5678南山大学初のプロ野球開幕技手､沌良彦氏 詰.≡:‑i=議',::::‑Li

名古屋高校を卒業してはや18年が経ちま
す｡在学中の思い出と言えば､音楽にまっし
ぐらで男子高校特有の気の良い友人たちと

日々緊張感をもって､職務にあたっています｡

の進展による産業構造の転換期にある今､

畠egusa@sakurayamasha.comの半生織った本格派ノンフィクション○

とにかく笑い､チャペルでライブして､修学旅

行で食中毒にあってと､思い返せば中学以上

と大学進学ではない進路を告げた私に対し'

進学相談の時､音楽でメシを食べていきたい

す｡

す｡また､グローバル化の波は加速化し､
aこの原則はさらに加速化す

次に後輩のみなさんへメッセージを送らせて
いただきます｡技術革新が急速に進み､いわ
ゆる｢勝ち組｣と言われていた仕事が､近い将
来､不要となる世の中が予測されておりま
takes

過渡期の時代に､自分の頭で考え､創意工夫

るでしょう(GAFAの台頭など)｡こうした

wSnner

担任が｢きっとお前なら出来るILと温かい

に楽し‑豊かな時間を過ごせたと感じていま

国家百年の教育を担う‑
｣

すれば､これまでの常識では考えられなかった

する｢生きる力｣を身に付けて下さい｡そう

影響で､大変なことも多いでしょうが､どうか

す｡特に､大学生のみなさんは､現在コロナの

新しい豊かな人生を築ける可能性があ‑ま
之01‑年名古屋高校卒へ早稲田大学入学'

のは皆さんです｡

早稲田大学大学院政治学研究科政治学専攻
修了｡木俣さんは国家公務員総合職試験に合
格後へ文部科学省へ入省｡若手官僚として活
躍中です｡

めげずに頑張って下さい｡新しい常識を創る

木俣佳鷹さん(平成23年卒))

官僚の仕事は刺激的‑･

言葉で背中を押して下さった事は今でも忘れ
ておりません｡

その言葉通‑､卒業後は大学へ進学せず音
楽生活を遮二無二続けていました｡しかしあ
る時､音楽ではない別のアプローチで社会発信
すべきではないかと考え､新たな道を模索し
始めました｡

連綿と続く時代の文脈の中で､今の時代に
すべきことは何か｡生意気ですが､これがいつ
いけるのか｡そんな想いもあって､2008年

も私のテーマです｡現在や未来に何を残して
に産業廃棄物の問題と巡り会うきっかけが

平成23年3月に名古屋高校を卒業しまし
ら約10年が経過しようとしております｡名

た木俣佳鷹と申します｡高校を卒業してか

ありました｡

社会の中で静脈の如‑捨てられるゴミ達を
見て､何故誰も彼らに手を差し伸べないのか

ましたので､以下に現在､取り組んでいる仕事

生方がとても印象深かったです｡
今回｢敬愛｣の執筆という機会をいただき

古屋高校は'男子校らし‑清々しい校風で
あったことへまた個性的かつ勉強家である先

と疑問を抱き､音作りから物作りへと移行し
ました｡はじめはビジネスにするつもりはさら

さらありませんでした｡音楽の代わ‑となる
趣味程度でしたが､エコロジーの重視される時
信することができるようになりました｡そし

代となり､創造したモノをどんどん社会へ発

∴｢∴∴∴∵∴∴盛

愛知県環境賞
銀賞受賞

この度は､﹃愛知環境賞

加山順一郎さん(平成5年卒)一

銀賞﹄の栄誉に預かり､心より御礼

豊かで便利な生活を追い求めた経済成長の影で､地球環嘆へ

宏一郎(昭和61年卒)

代表取締役林

申しlげます｡

の影響が顕著に現れ'大変な課題になっている現代｡

政府も環境基本法を制定し循環型社会､低炭素社会を進
める方針を示し､サステナビリティの観点からも重要なものと

弊社ではこの

なっています｡

課題のほかに､

生を対象とし

小学生や中学

た環境教育を
生社会｡

繁顕易臆闇翻圃

通しての地域共

いと思います｡

i

ファームでのミ

ツハチプロジェク

トを通して自然

共生社会実現へ
の取組みも実施
して参りまし

この度頂戴い

た｡(図参照)

たしました賞

を励みに'現代
のすべての人類
活し､未来の子

が安心して生

ル環境経営に取

う､サスティナブ

境を残せるよ

供達へ豊かな環

ｸ

り組んで参‑た
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加山興業のサステイナブル諒蹟経営モデル

大須

ご用命は家具の街

笑顔でお手伝い

i:460‑001 1

TEL(052)241‑1814

名古屋市中区大須3‑19‑1 (赤門通り)

FAX(052)263‑0365

●営業時間/AMIO OO〜PM7 ･ 00

愛知環境賞および

今回名古屋市長賞を
受賞
六奉書夫さん(昭和50年卒)
◇[202‑愛知環境賞名古屋市長賞｢鋼
構造物の長寿命化に貢献する高耐食性溶
き①)と再生めっき技術｣]

融亜鉛‑アルミニウム合金めっき(sGめっ

◇愛知環境賞は省資源や省エネルギー､
リサイクルなどの技術や活動により'資
源循環型社会の形成促進と､広く全国に
向けて愛知の環境技術や環境活動を発
信する目的で2005年に創設されま
した｡

興和一⊥楽所は鉄を｢さび｣から守るため
亜鉛めっき事業を行っていますが'海岸地

に高い防食機能と経済性を併せ持つ溶融

し､操業･量産レベルでの技術を確立しまし
金めっき｣がIIS登録(H8643)され

た｡2019年｢溶融亜鉛‑アルミニウム合
たこともあり､弊社の技術として｢sGめっ

き③と再生めっき技術｣を愛知環境賞に申
請し受賞させていただいたものです｡

これらの技術を通して､地球環境を守る
べ‑､持続可能な社会の実現に向け､一翼
を担うことを目指してまい‑ます｡

昭和5 1年率有志同窓会

令和2年Ⅱ月21日'名古屋東急REIホテルで昭

の時下､当初のメンバーからは減ってしまいましたが､

和51年率有志の同窓会が開催されました｡あいに‑

ができました｡当時の面影を残しっつ､年月の流れを

出席者は大島信二同窓会事務局長をお迎えして総
勢23名｡卒業以来44年振りの再会を喜び合うこと

感じましたが皆元気でした｡会は高橋治君の司会で

乾杯に始まり､出席

恩師､物故者に黙祷
を捧げ､安井健君の
者からの近況報告｡

靖司書よ‑学校の

大島事務局長､名
高の先生を務めた
薮下葉大君､三輪

りました｡弊社ではこれに対し､従来に比

域など腐食性の張い場所ではさらに高い
防食技術が社会的に要求されるようにな

できました｡出席者

近況を聞‑ことが

は母校の躍進ぶり

ミニウム合金めっき｢SGめっき⑧｣の技術

を開発､実用化し鋼橋造物の長寿命化を
実現しました｡また､表面が劣化した既存

べ大幅に防食性を改善した溶融辞鉛‑アル

の鋼構造物の皮膜を除去し､新し‑sG

で学べたことに感謝

て伝統ある男子校

まることを約束し､

次回も元気で集

が蘇るようでした｡

かな語り口､眼差し

先生の思い出が語ら
れ､多喜二先生の温

なられた大野多喜二

‑会の前月に亡‑

また､北嶋典君よ

しました｡

に驚愕､誇‑を持っ

めっきをすることによ‑､素材の再利用と

長寿命化を同時に実現できる再生めっき

興和⊥業所は､創業期から社会に迷惑

事業を行っています｡
をかけないために'公害のイメージが強い溶
を入れてお‑'めっさで使用する治具に付

融岬鉛めっき業でも公害防止装置には力

するリサイクルにも早くから取り組んでい

着した亜鉛を､社内で電解回収し再利用
ます｡そういった取り組みの一環として､社

｢sGめっき④｣を昭和56年には開発を開始

会で必要とされる新たなめっき技術として

記

岩田僅男

散会となりました｡

名古屋市瑞穂区二野町2‑28

本社

合金めつきのパイオニア

ADVANCED TECHNOLOGY

MCWA

株式会社興和工業所

大事謙一(昭20卒)

六事毒矢(昭50卒)

TEL 052‑871‑71 51 (代)
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水のすす清酒万て箇社まで導き校徒き経 ノIヽヽ

園田四囲囲園田固

スクリーンの裾を
めくってみれば
(作品社)

本書は非常にマニアックな

という副題

本です｡誰もしらない日本映
‑

秀(昭和47年卒)

http //www toyoshlma‑m COJp

TEL (052)654‑5555
FAX (052)654‑5550

名古屋市中村区名駅2‑42‑5

名古屋市漕区西倉町1番1 6号

代表取締役社長 大塚洋右(昭和50年卒)

〒455‑0034

公豊島絹業株式会社

漢暮旅tiO info@yok°i ‑peanutsiC°ijp

TEL 052‑571‑1301 (代)

画の裏面史

の下で我々の頃はピンク映
います｡三国連太郎｢台風｣

画と呼ばれた世界を描いて
顛末記も含まれていますが､
かなりの日本映画に関する
通でないかぎりは読み進む

ことは苦痛ではないかと思
います｡まぁ､昔から色んな

面でマニアックな生徒がゴロ

ゴロといた名古屋学院的で

井出

叫ゝ脊

横井慶雄(昭和42年率)

山擦2g,tE闇

閏圃

唾哉(あわや)(星雲社)

囲
本書を読むとハインリッ
ヒの法則を思い出します｡
織田信長は生涯に於いて｢ 0

ケの嵯哉(あわや)があった
結果に1 0番目の陸戦(あわ

や)本能寺で'明智光秀に討

これらの陸哉(あわや)に

ち取られます｡

書評

良いのでは‑

異能の日本映画史
(彩流社)

移二三三一･d堅

こ三重逓

鶉ヒルプランナ‑

〒450‑0002

本社

190×190m

し

株式会社

130×185m

ヨコイピーナッツ

園溺圏岡

オフィス探しはQt.

ついて一次資料を読み込ん
で'本書は構成されていま

す｡最後に著者は織田信長
います｡色んな意見が噴出

を討った張本人を推定して

書評 井出 秀(昭和47年卒)
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するであろう本ですね｡

アース製薬の肪ダニは忌避財で90%以上の防ダニ率
抗菌.防臭効果でお部屋のウイルス対策

i

と躍 をし 祈て り〈 まれ 亨を 宗 教 凵 鼈鼈黯÷∵ (

〈がししそ父さ業散開‑oらか歌てか静たのき亨そ久成拝
馳
立

∴∴∴∴∴∴∴∴∴
‑
＼ 薮 博 康

クラスターを出さないように換気､消毒をは

長引‑コロナ禍のため､母校では学校から

だったとのこと｡同級生で学校の事務所に勤

クネームで知られ'誰にでも好かれる人気者

た｡卒業後長‑たっ

じめ､冬場には加湿器を教室に備えるなど対

月のこと､平成2年卒業の笹井さんから自社

ても母校と後輩の

とても喜んでいまし

で販売する抗ウイルス･抗菌消臭液｢アミノエ

んのお気持ちはとて

ことを思う笹井さ

務する鬼頭さんも

リアneoLスプレー24本と4リットル入原液

策を実施しています｡このような中へ昨年12

ボトル3本が寄付されました｡この製品は名

(写真は寄付された

も嬉しいものです｡

スプレーと原液)

古屋市北区黒川にある｢プライボン｣社の製

は､笹井さんは在校生の頃｢プライボン｣のニッ

品です｡笹井さんの恩師で森田前校長の話で

大野多喜二先生
名古屋中学校･粛董丁板語̲7代校長｡日

詰教諭｡1955年名古屋扁校卒｡早

̲9日永眠｡83歳｡

稲田大学教育学説卒｡2020年̲0月

大野多喜二先生は進路部長､図書部長'
高校教頭などを歴任し'第17代校長を務め
務めた｡同窓生でもあ‑'その生涯を母校の

た｡退任後は敬愛同窓会事務局長､監事を

もに登山した蝉のことを懐かしそうに雷っ

国際交流への貢献も多大で'豪州メントー

問を歴任｡

いた｡そのほか､硬式野球部､弁論部などの顧

自ら空手道部を創設､全国大会出場へ導

ために捧げた｡

在学中は応援団､山岳部などに所属｡大

テレビのインタビューで高検在学中の思い

名脇役として高い評価を得た｡

映画｢ヒポクラテスたち｣など多数に出演｡

を深める｡テレビドラマ｢男たちの旅立ち｣､

学進学後は落語研究会で三宅裕司と親交

照り回書臆題囲聞願出

∴

ン･グラマースクールとの提携に尽力した｡人望

⁝出に触れ､加藤伸二先生(元英語科教員)ど

亡くなる数週間前に大野先生を見舞った田
中良夫先生(元体育科教員)たちの話では､｢学

熱‑､多‑の卒業生から慕われた方であった｡

昨年7月に咽頭がんが見つかり治療中で
あったが,9月昔急逝された･

÷嵩
i

校のことだけが気がかりだ｡男子校で行‑べき
だ｡後はよろしく頼む｣とのことであった｡

告別式は10月21日､日本キリスト教団名
古屋中央教会で家族葬にて営まれた｡

㊨

∴∴∴

オピニオンティシイ株式会社潰し一言

有料人材紹介会社23‑ユー301243

医療業界専門

∴:∴∴∴寧
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昭和43年率

1年率

松岡正明氏

5年卒

旭日中線章

昭和4

昭和40年卒

昭和3

伊藤建一氏

毛利有価氏

成田一成氏

昭和2 1年卒

電話確認できませ
んでしたが､名簿上
1 3名の方がいらっ
しゃいます｡

L
l

今も残る

心とした信徒たちの祈りと捧

とは､セントジョン教会を中

堕繋lR"器A崖蒜oRt*n同窓詰,:,3,.. 白 a..灘.‑ 剛随∵ ll 箋頸 )...Lt

プレデリック･C･クライン博士を

日本に送ったセント･ジョン教会の姿
画.薮野健(昭和葦卒)◆課縮謹韓講熊誉フ宇

残念ながら1981年12

て報告したことだろう｡

月16日に火災が発生し､教会

米国'メリ｢ランド州ボル
ティモアにあるセントジョン教

内部は深刻な損傷を受けた｡
2007年8月'私の訪問時

ように記されている｡
｢1828年日月12日､平信

てしまって残っていないとのこ

には歴史的資料はすべて焼け

会の簡潔な教会史には以下の

否した教会側に反対し､メソジ

あったため'外観は崩れること

とであった｡石造‑の教会で

徒に投票権を与えることを拒

ティモアのリバティー通りにあっ

成し､旧セント･ジョン教会を母

げられた献金によ‑､英和学

私たちが忘れてならないこ

なく残ったのが幸いであった｡

スト監督教会の信徒達はボル
た旧セント･ジョン教会で集会を

教会とした｡1830年Ⅱ月'

校創立から戦後の名古屋学

開き､合同メソジスト教会を結

名前をメソジスト･プロテスタン

年率)

ト教会(日本では美普教会)に

ことだ｡
泉(昭和4

院の歩みまで支えられてきた
その後､この教会がクライン

文

名古屋学院大学理事

第̲9代名古屋中学校･高等学校校長へ

秋重

変更した｣

を横浜に派遣し､1887

｢名古屋英和学校｣を設立す

年､クラインは名古屋に移り

1900(明治33)年12月

ることになる｡

トポール･ストリート2640

8日､セントジョン教会はセン

番地に現在の教会を建設し移
これが薮野画伯によって描

転した｡

かれた教会で､建設後12‑
年を経て現存している｡米国
から名古屋学院に派遣された
に出入りし､帰国したクライ

多くの宣教師たちがこの教会
ンもこの教会で英和学校につい

&r 嬬Bﾂ

∴∴∵ ( " Sｨ

旭日双光華

旭日双光章

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｡

旭日小綬章

瞳
.
.'
'
･
･
､

‑ 佩ﾒ

意

轍園園田

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

052‑721‑5271 mp //wwwmeigakuaciP/

終身3万円

注

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
令和3年度の会運営と母校の支援のため会

厚‑お礼申し上げます｡

十

費の振込みをお願いいたします｡

｢払込取扱業｣同封の方は郵便局窓口もし‑は
ATMから同窓会事務局あてにご納付下さい｡

品等の販売へ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

患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､同窓会員の個人情報の
保護に取‑組んでまいります｡

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｣へ｢個

ー 個人情報保護に関する法令等の遵守について

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すべき措置に関する指針

針(平成16年4月閣議決定)｣へ｢学校における生徒等に関する個人情

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

(文部科学省告示第規号)｣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

㈲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

屋商議学校を含む)が行う各種事業及び行事に関する文筈の発送

㈲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

員の個人情報を第三者へ提供することはいたしません｡

3 個人情報の第三者への提供について
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

名 古 屋 学 襲 用 濃

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

｢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｡

驚 ㌢

名古屋高等学校

名古屋中学校

会費は年度会費(年間三千円)か終身会費(終

e｢0038305｣と eナコヤ方クイン

(上記図を参照)

十

身三万円)の何れかを選択下さい｡

●口座種別2 当座預金
●口座名義名古屋学院敬愛同窓会

電話

名古屋苗束区砂田橋二丁目1番58号

〒461‑8676

安井俊夫

●店名〇八九(ゼロハチキュウ)

一二/ノ

行

発

･二､ミ一

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

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

通信欄に記載されて
います｡

匡星田 瑠→

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

払込人住所氏名･

旦豊里
Ii〈当願金n
日鋼畷
選択する

窓会基金として別途積立て､同窓会独自の事

(平成29年度卒一合和3年度卒は免除)
●終身会費3万円

e振込全額･名前･ ii
番号(A)求を
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
0振込銀行

敬愛同窓会会長

●年度会費3,000円

ef.52?,;譜#35,(ださ｡｡
e振込金額を入力する
O｢008509｣と入力するe｢0038305｣と入力するe荒?第㌧ヵィと

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iこ振り込む場合[繭

※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) r電話̀義子〕

※銀行のキャッシュカードが必要です｡

̲･へ

敬愛同窓会

