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Ю谋概碌j丹鲜ЯOj酗饺>ī贿姓贿泅嫡桓ò谋概Q
ízUOdЯ帘éèF咳@梁S棱NzUа┫┲┲┯涩
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鲜хf酗饺ò雇b汉架j贿姓H趴碌SzS[а睬襄Я
┭┰б┪┪┪位匣èj谋概碌ò客SЯ鲜хf鞠搭г泰坞
gbP靛误QWb@ī洛勺Я衡勺jF牙ò侥@zUd贿
輪学園の誇りと、ここを卒業した責任というものを感じ
ます。
Ю犬描搭j酗饺kЯ┫┳┬┰涩g贿姓嫡齿犬描搞底笋
H硅芦QíЯ┫┳┮┲涩g贿姓嫡齿犬描搭H硅芦QíЯ
┫┳┰┱涩g谋概碌dSb挎}b犬描搭搭贫gfěíz
S[аYízck嫡齿j销襟贫洛碌H搭贫粒ò桂ib
FèzS[а腻瑞近隆担匿蚂fej狂襟理géè犬描
搭靛拳H查禁漆杰SЯ┫┳┮┳涩ò犬描搭靛拳j济客

発の時とし、同窓会活動を再開いたしました。そして、
┫┳┳┳涩┫┫闺┫┮腮g汉架j挥券gFIzSb犬描
搭济尸莫┯┪钧涩藩森经遣H露匿g径è谎ōízS[а
現在の体育館横の通学路に校歌の歌碑はその際に学園に
寄贈したものです。
Ю谋概碌j丹鲜k┰涩队嫡ū\嫡救Gě绵笑]ЯYíZ
れの進路に分かれます。多くは更なる学問を修めるため
匿嫡г匿嫡颤t燎嫡QíЯ鞠搭g客b谎KOdd皆@z
UаejéBg燎zíb~鲸泰j莲森ò粕S寄衡zc鲸
泰j皆@òáè粕UOdk匿伦c>īd皆@zUаz[Я
OíGě灌拳j隆担g蜀o畸|谋概碌j丹鲜gd_b悉
理~匿伦cUа悉ò匿襟gSЯ悉d洪è讳@fHěЯ驵
ò凉}b@KOdkЯ箕衡j丹鲜j酗饺ò茧ī棱cg匿
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Qíī鲸泰d@Bjò咆I棱NЯ腮唾ò涛Db@K美g
fījckf@cSēBGа宫宁j刑HOíGěj腮唾
を変え、後に続く後輩達に受け継いでもらう、そのよう
f胆酿j雀Sīuò陇署d~茧_b垂Q@а鞠搭g客bЯ
贿姓嫡齿j谋概碌dSb父ò脾_b跺脾_b@ī轿ò酣
ることを先輩として楽しみにしております。
Ю寄衡g谋概碌j丹鲜g帘ò畸}b近j航弦ò摸è结j
挨拶とさせて頂きます。
ЮЮЮЮЮǔ贿姓贿泅嫡桓Я谋概F}cdBù

新たな門出を祝う

高輪学園同窓会
会長 茂田井 忠晴

（昭和３９年卒・普）

高等学校ご卒業おめでとうございます
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ら歩まれることと思います。それらすべてが決して平坦
なものではないでしょう。ときには悩み、苦しみを感じ
fHě燎|Od~>īcSēBа洛谎I搜圈谓d航ōí
ている時代、何が起こるかを予想ができません。その時
拟j陪帘dSbOíGě靛误Qíī丹QūgkЯ寄衡z
c>Iě}Vg鲸僚j莲森g炕@Я肌阮ò厘è池Děí
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｢ 心 が変われば 行動 が変わる

行動 が変われば 習慣 が変わる

習慣 が変われば 人格 が変わる

人格 が変われば 運命 が変わる」

Oj航弦kЯǔ耙佰ḿj乾嫡狙г帘销嫡狙dSb位ò抛
W[ǚù佰ǔ把г癌ǜш把矮H尸S[航弦ǔěS@ùcUа
fXǔěS@ùGаOj航弦kЯ肃H结g摸_[航弦c
S[а燎薛ò煞ūc@[贿桓碌\_[结g肃kЯǔOj
航弦j惨威HōGīéBgf_[ěЯF肃Qūg覆Db
KíаùdЯ航_bOj航弦ò款@[姐ò翘SbKíz
S[а求禁j结kOj航弦ò销达UīOdHcIzWū
でした。それから時間が経ち、教師という仕事に興味を
もち、教育の道に進みたいと考えるようになりました。
Yj禁Яqd肃Gě摸ěí[Oj航弦ò皆@客S[jò
éK低Db@zUа贿姓嫡齿ò谋概SЯ匿嫡g燎嫡г谋概Я
匿嫡颤ò雇bЯ箕结k覆叉狙dSbj雀ò踢ūc@zUа
SGSЯ巍\g肃Gě~ě_[Oj航弦j惨威g`@b
考えています。おそらくこれからもずっと付き合ってい
K航弦fj\d皆_b@zUаOj航弦òKí[肃gk
冻疽Sb@zUа~S煞ū\dIЯOj航弦ò皆@客S
てみてはいかがでしょうか。
Юeūf唐gr`G_[dSb~Я莲森ò~_b@ílЯ
思いは実現できます。たとえ遠回りの道でも構わないと
皆@zUа禁gk笑]杰z_b皇D[è煞ū\èSb~
é@d皆@zUаYjdI钧èò酣bK\Q@аI_d
皆さんを助けてくれる “仲間 ” がいるはずです。
Ю寄衡gЯ丹QūjOíGěj恒靛误ò帘éè剁_b@
zUа结~犬T禁拟g碌Iī查潦dSbЯ丹Qūd福g
頑張ります！

運命は自分で切り開くもの

高輪学園同窓会
常任理事 根本 矢

（平成１７年卒・普）
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Ю谋概碌j丹QūжP谋概F}cdBPR@zUжж贿姓嫡齿犬描搭k丹Qūj塞搭ò帘
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ご説明したいと思います。
Ю丹Qūk谋概dd~gЯ贿姓嫡齿犬描搭j搭掺dfèЯ鲜хf靛拳g蒋蠢Sb品KOd
になります。

   壤g   Ю①会員相互の親睦
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高輪学園同窓会とは

Ю湾涩Я┯闺j腻┮腮先腮g胆悸а
Ю犬描搭j虾礁d瑰礁Я靛拳冗厦feò
Ю涟妨Я瑰歧Uī柯显f搭妨cUж
Ю  ě旧良k箕涩侵j藐搭j鲜较cUаè

Юㄧ搭掺帽掺H蒋蠢Uī総会と、

ЮЮYíg拟ōī評議員会（各クラス
ЮЮéè┬位V`莽客Qíī嘶妨掺c缓
ЮЮ芦Qíīèd┫涩Pdg猴很g胆悸
ЮЮSb@zUа

①総会 （評議員会）の開催

②同窓会報の作成 ・発行

③各種イベントの企画・実施
◆高輪義士祭の開催

  贿姓嫡齿犬描搭ckЯ涩┬答ě粕漓汇Я链搭掺都观汇èj犬描搭甜ò茧芦г尸谎Sb@zUа
Ю犬描搭甜ckЯ鞠搭c靛误Uī犬描碌[]j皋复á贿姓嫡齿犬儿搭j靛拳甜豁Я汉架j嫡齿j莉复á贿姓碌j靛误fe
を掲載しています。
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此祟堕á潦咕礼匈消fec溪位fǖ沛晾谬ǘа溪位f掠
蹄询剿d踌H凉@埋抵进ЯYj兄g>ī涕桓贿姓嫡齿ck
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Ю丹Qū~P牡Tj粕èЯ湾涩j贿嫡荚ě痰春荚ècЯ挨ш
懊шг阿шňг癌爸ш蔼泅j仕舍ò谎Bǖ堑突非培ǘЮò犬
窓会で出展しており、校舎の最上階から、グラウンドをはじ
}dUī桓冗áЯ贿姓г饲码钧桃j骨沥H查突cIЯF辱卖
{df_b@zUа腾弘狙j铁á襄桓狙j铁ЯQěgk廓襄
贿姓ò掘喊SéBd皇Dī巍襄j贿姓碌жёg虎嘶ò呻Sb
@zUа湾涩谋概碌~募K桐íЯɡ摆蔼搭á犬儿搭ò胆KI_
かけの場所ともなっています。

◆展望喫茶 （高学祭）

Ю搭膜g俄aIЯ箕涩k嘶妨掺搭ò胆悸SzUа谋概
Sb队~f@链搭掺j丹鲜gkЯ贿姓嫡齿犬描搭j檀
囲気を味わってもらえる良い機会でもあります。今年
は、原則評議員のみの参加ですが、評議員以外の参加
~匿楞嗽cUjcЯ负威>ī铁kP蒋蠢垂Q@а

・評議員会開催のお知らせ

開催日：２０１７年 ５月２８日（日）

④同窓会名簿の管理

総会員数 ３６０６２名

・名誉会長 １名

・顧 問 １名

・会 長 １名

・副 会 長 ２名

・常任理事 １２名

・理 事 ２１名

・監 事 ２名

・評 議 員 ３２７名

（２０１６年５月現在）

ㄧ蕾S@禁队г搭篱fekЯ衡腮犬描搭疤ш把
Ю八ш癌á嘶妨掺tj隙敏cP旋详旁SzUа

などなど、幅広い世代の卒業生が集まって活動しています。

世代を超えた新しい人間関係も築くことができますので、新会員の皆さんの

お手伝いなどのご協力 ・ご参加をお待ちしています！！
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新会員の皆さん本日はご卒業、誠におめでとうございます。広報委員会として
は、この新会員間迎合の作成が年度末最後の作業となります。パソコン作業に不
慣れなメンバーで行っているため、効率よくとは行きません。あらゆる組織でも
世代のバランスがあるもので、そろそろパソコンが当たり前に使用できる若い会
員のお手伝いが欲しい今日この頃。もし、お手伝い頂ける会員の方（特に今日か
ら新会員になるあなた方！！）がおられましたら、是非、ご一報下さい。今回、
卒業生への挨拶に同窓会報では初の平成卒の卒業生（在学時は生徒会長！）を掲
載しました。卒業生にとっては年齢の近い先輩からの言葉を受け止めてくれれば
と思います。
最後になりましたが、今回の新会員歓迎号の発行に当たり、ご協力頂いた関係

者の皆様には、大変感謝申し上げます。この場を借りて、深くお礼申し上げます。
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高輪学園同窓会報 新会員歓迎号

発 行：高輪学園同窓会
発行責任者：茂田井 忠晴
編 集：高輪学園同窓会広報委員会
編集責任者：成塚 亮太郎

〒１０８－００７４
東京都港区高輪２－１－３２
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メールアドレス

takanawa-ob@vivid.ocn.ne.jp

ホームページアドレス

http://www.takanawa-ob.net/
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事務局からのお知らせ
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Юг贿姓嫡齿犬描搭j乎经疤ш把八ш癌d facebook 八ш癌ò
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ЮЮ犬描碌j铁kǔ@@iжùòF剁@SzUа
              ━
ЮЮhttps://www.facebook.com/takanawadousoukai

平成２９年卒業生 評議員一覧 ┴门Ю喀Ю桨Ю腥Ю介  
ЮЮЮ峦Ю櫾Ю但Ю了
┵门Ю凡Ю桨Ю骨Ю错
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ЮЮЮ陪Ю墓Ю息Ю错
┺门Ю腕Ю放Ю簧Ю匿
ЮЮЮ坞Ю唾Ю查Ю樊


