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『夢』を忘れずに、理想を掲げた結果、掴み取っ
たのです。
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もしれません。その時は、結果だけを求めたり、
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お願い申し上げます。

『夢』はありますか？

高輪学園同窓会
会 長 井上 紀夫

（昭和３４年卒・商）

高等学校ご卒業おめでとうございます
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化社会は当たり前のご時世となりました。こうし
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卒業する皆様へ

高輪学園同窓会
常任理事 三井 修

（昭和４５年卒・商）
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す。
ЮOOck  ǔ贿姓嫡齿犬描搭ùdkЯejéBf门
織なのか？について、ご紹介したいと思います。
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同窓会もまた、学園と同様に古い歴史と伝統がありま
す。現在の同窓会は、戦後の混乱も落ち着いた昭和
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Ю丹Qūk谋概dd~gЯ贿姓嫡齿犬描搭j搭掺df
り、様々な活動に参加することになります。
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高輪学園同窓会について
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１．総会 （評議員会）の開催

今年は評議員会の開催となります

Ю搭膜g俄aIЯ箕涩侵k藐搭g拟ōī嘶妨掺搭ò胆悸
SzUа谋概Sb队~f@链搭掺j丹鲜gkЯ贿姓嫡齿
同窓会の雰囲気を味わってもらえる良い機会でもありま
す。
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・評議員会開催のお知らせ
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総会員数 ３５５７９名

名誉会長 １名 顧 問 ２名

会 長 １名 副 会 長 ３名

常任理事 ２０名 理 事 ２１名

監 事 ２名 評 議 員 ３１６名

（２０１４年６月現在）
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２．同窓会報の作成・発行

３．各種イベントの企画・実施

②高輪義士祭の開催
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祭）で、コーヒー・ケーキ・ジュー
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出展しています。校舎の最上階か
ら、グラウンドをはじめとする校内
áЯ贿姓г饲码钧桃j骨沥H查突c
き、お馴染みとなっています。保護
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期会を開くきっかけの場所ともなっ
ています。

①展望喫茶 （高学祭）

４．同窓会名簿の管理

５．学校行事への参加
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毎度毎度で、同窓会報の編集作業は直前ギリギリ。年度末という時期もあり、
広報委員会のメンバーも時間の合間を縫って作業に勤しんでいる。毎度のように、
原稿も一通り上がり、編集後記を各時期が３月１１日前後。あれから４年あっと

いう間だった。と、いうことはこのメンバーでの編集も同じくらい続けているの

かと実感。ちょうど２時４６分、地震発生の時間は事務局にて作業中。メンバー

一同黙祷。

新年度に向けて、ちょうどこの時期は様々な「別れと出会い」の時期。卒業生

の皆さんも大学など新しい進路に向かって進もうとしている。また、新社会人と

して新たな世界に進んだり、あるいは職場が変わる・仕事が変わる、様々な変化

が訪れる時期でもあります。当事者の立場からすれば、毎日が忙しく、あっとい

う間に過ぎてしまうもの。恐らく、この時期のことは、新しい生活に慣れ始めた

時に、ふと実感するものかもしれません。その時は、みなさん是非クラス会・同

窓会を開いて下さい。時には、新しい生活に不安を覚えたり、ふと寂しくなったり、

そんな時に皆さんの支えになるのは、６年間または３年間共に過ごした仲間なの

かもしれません。また、世代を超えて繋がっている同窓会も新会員となる卒業生

の皆さんを手助けできるようにいつでも皆さんの来訪をお待ちしています。是非

とも同窓会の活動に積極的に関わって頂き、高輪学園同窓会がより盛り上がって

いくことを願っています。私たちにとって母校は心の拠り所です。何か迷う事が

あるとついつい訪れてしまう場所。皆さんにとって高輪学園がそのような心の拠

り所であり続けてほしいと一卒業生として願っています。

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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平成２７年卒業生 評議員一覧
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