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日学祭

体育祭
開催日決定！

今年から谷川平夫校長に代わって、新しく校長を務めることになりまし
た。前校長がこれまでに培われてこられた教育を受けまして、明治大
学との高大連携をさらに進化発展させながら、頑張っていこうと考えて
おります。長い歴史の中でご尽力頂いた諸先輩を前に、学園の将来を
語ることなど失礼なことと思いますが、今まで明大中野と同八王子中高
や八王子学園中高の経験を活かしながら、生徒一人ひとりが輝きのあ
る学校にしたいと考えています。入学式を終え始業式で全校生徒に、
前向きにスタートを切ろうという話をしました。このことは、自身の気持ち
でもあり大切な一言です。自分の力で、どんなに苦しいときにも諦めるこ
となく、前向きに歩み続けることを話したつもりです。結果を求めて簡単
な方法でそれが得られることを求めるような時代ですが、愚直に一歩
一歩進ませて頂きます。

ごあいさつ
日本学園 中学校・高等学校 校長 小岩利夫7年半務めた母校の校長を退任致しました。在任中に皆様からいただいた温かい

ご支援とご協力に心から御礼を申し上げます。就任時に、ゼロからの出発という意
気込みで学校改革を行おうと「にちがく元年」という標語を掲げました。その際に
私は次のような学校を作ろうと思いました。三か条になります。
①　生徒が誇りを持って学べる学校
②　教職員が誇りを持って働ける学校
③　卒業生が誇りを持って「日本学園出身」と言える学校　－です。
ここ数年の学園生徒の文武両道面における活躍ぶりはご承知のとおりです。明治
大学と高大連携したことは日本学園の社会的評価を大いに高めました。前記三か
条の目標を100%達成できたとは言いませんが、そこに向けての確実な一歩は刻め
たと思います。次の段階として小岩新校長が日本学園を一流校の地位にまで引き
上げてくれることを確信しています。

ご支援に感謝
学校法人 日本学園 特別顧問 谷川平夫（S34年卒）

OB 諸兄におかれましては、ますますご壮健にて
ご活躍のことと存じます。日頃より梅窓会（同窓会）
活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。さて、明年７月、母校・日本学園は創立
130周年の佳節を迎えます。1885年（明治18年）

校祖・杉浦重剛先生を中心に、各界を代表する名士の総力を結集
して開校した東京英語学校。それから今日に至るまで、母校は自由
と文武両道の旗の下、次世代を担う前途有為の人材を輩出し続け
ています。その歩みを支えてきたのは、日本学園に学び、各界で活

「日本学園創立130周年記念 同窓会」開催決定！
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躍されているOB 諸兄に他なりません。明年に向けて、母校では著
名 OBによる『記念講演会（仮称）』を始めとする祝賀行事を計画
しています。梅窓会・運営委員会も母校と共に行事の企画・運営
を推進いたします。この祝賀行事を成功させると共に、母校のさら
なる発展につなげるためには、OB 諸兄の多方面にわたるご支援が
欠かせません。卒業生の力を合わせて、愛する母校の創立 130 周
年を盛大に祝おうではありませんか。今後とも何卒、ご理解・ご協
力を賜りたく、お願い申し上げます。

梅窓会  会長 S30 年卒　髙木光

去る10月25日（土）18:30より、明大前駅近くの『わたみん家』において、毎年恒例の『柔道部OB会』が開催され
ました。当日の出席者は顧問の万田先生、花田コーチを始め26名。開会の辞に続き、柔道部OBでもある梅窓会
の髙木会長による乾杯の音頭で楽しく賑やかな会がスタート。柔道部OBという猛者が集まり、会場狭しと大い
に盛り上がりました。再会は卒業以来というOB同士もあり、握手を交わす人や稽古の思い出話に花を咲かせる
グループも見られました。最後に全員で現役部員とOBの健闘を誓い合い、万歳三唱で閉会しました。

柔道部OB会　開催される！

第一楽章
野田隆造君は本校在学時、吹奏楽部に所属。卒業後、獨協大学に
入学し、大学では獨協大学・管弦楽団の2期生として活躍しまし
た。去る平成26年10月4日（土）ミューザ川崎シンフォニーホール
にて、獨協大学・管弦楽団・創立50周年記念演奏会にフルート奏
者として演奏。東京交響楽団・東京本部所長兼、同大学の専任
コーチである西脇秀治氏指揮のもと、チャイコフスキー作曲大
序曲『1812年』、ベートーベン作曲『運命』、レスピーギ作曲交響
詩『ローマの松』等、数曲を演奏し、多
数の観客を魅了しました。

第二楽章
笹島真夫君は本校在学時、コーラス部に所属。卒業後、武蔵野
音楽大学声楽科に入学。卒業後、イタリア留学等を経て、奥様と
共に声楽グループ"VOCE ALBA"を設立。現在は多数の生徒た
ちに声楽の指導を行っています。去る平成26年10月11日（土）
日暮里サニーホールにて"VOCE ALBA"第20回記念コンサー
トを公演。懐かしの歌曲、メンデルスゾーン作曲『秋の歌』等から
始まり、武蔵野音楽大学在校生によるオペラの重唱、ヴェル
ディ作曲『リゴレット』、モーツァルト作曲『フィガロの結婚』『女
はこうしたもの』等、数曲を熱唱。最後は秋にふさわしい童謡
『赤とんぼ』を出演者・観客が一体となり合唱し、大変に盛り上
がる中、閉幕しました。

芸術の秋！
昭和38年卒業・野田隆造君、笹島真夫君が、
それぞれの音楽分野で大活躍！

哀悼（敬称略　順不同）

岡村邦輔さん（Ｓ16年卒）

卒年／氏名／逝去年月日

Ｓ16年 岡村　邦輔 Ｈ25.9.20
Ｓ16年 神保　次世 Ｈ26.2.20
Ｓ24年 山田　　誠 Ｈ25.5. 1
Ｓ24年 田中　正明 Ｈ25.12.29

平成２５年９月２０日に逝去されました。岡村さんは昭和６０年から

一期理事長を勤められました。ご冥福をお祈り致します。

小林好明先生（教務部長） 平成２６年８月１５日にご自宅で急逝されました。享年５５才。
先生は国語科の教鞭をとられる傍ら、野球の応援で写真を撮られたり、
吹奏楽部の定期演奏会では毎回司会をされました。
ご冥福をお祈り致します。

Ｓ24年 松野　一郎 Ｈ26.2. 7
Ｓ25年 谷　　荘吉 Ｈ26.3.17
Ｓ28年 久保寺尚武 Ｈ26.3. 3
Ｓ31年 網井　博昭 Ｈ25.12

Ｓ34年 長谷川光則 Ｈ26.8.11
Ｓ36年 伊藤　昭久 Ｈ26.7.17
Ｓ60年 石井　正寿 Ｈ26.7.26

毎年恒例の吹奏楽部・定期
演奏会が開催されます。聴
衆を魅了する圧倒的な迫力
と繊細な表現力、心を動か
す演技力。それは吹奏楽の
域を超えたエンターテイン
メントの世界！OB諸兄、ご家族お誘い合わせの上、ぜひご
来場ください！

吹奏楽部　定期演奏会のご案内 入場無料

【日時】平成27年3月26日（木） 午後6時開演
【会場】エコルマホール（小田急線 狛江駅前 エコルマビル4F）

演奏会終了後、夫妻で記念撮影フルートを演奏する野田君（写真中央付近）

VOCE ALBA代表として舞台あいさつする笹島君熱唱する笹島君

S38年卒　川本雅之

1885年（明治18年）、日本学園の前身「東
京英語学校」が東京神田錦町に開校され
てから今年で130年を迎えます。この佳き
節目に日本学園、OB組織である「日本学
園梅窓会」ではOB間の連帯と親睦を深
めていただき、学園を強力に支援していく
趣旨で「日本学園創立130周年記念　同

窓会」を新宿の京王プラザホテルにて開催することになりました。なお会場
の京王プラザホテルは交通の便の良さは勿論ですが、この「松原校舎」が
現在の地に移る前の新宿「淀橋校舎」があった地であることも考慮して決
定しております。この号では開催の概要をお知らせし、詳細につきましては、
インターネットの梅窓会ブログや次号の梅窓会報（８月発行予定）にてご案
内いたします。皆さまの多数のご参加をいただき、さらなるOB間の連帯と親
睦を深めていただければと思います。
この130周年記念同窓会の準備と並行して、梅窓会では学園施設の整備
および在校生の部活動の支援を目的に「日本学園創立130周年記念募金」

平成27年度入学式が４月
７日（火）、本校体育館にお
いて多数の保護者参加の
もと行われ、梅窓会有志も
自分たちの当時の入学式を
思い出しながら参列しまし
た。本年度は学校創立130

年を迎え、歴史と伝統ある本学園に新たなる希望を胸に中学生
17名、高校生178名が入学。式典では小岩利夫校長の激励の挨
拶。続いて堀内優憲理事長の祝辞後、新入生の中等部、高等部
のクラス担任教員の紹介がありました。式典終了後、恒例のクラ
ス毎に保護者と共に記念写
真撮影で無事入学式は終了
しました。
広報部会 S３８年卒　川本雅之

ＯＢの皆様の近況や同窓会、同期会、同窓生同士の旅行や趣味の会などをインターネットの「梅窓会
ブログ」や梅窓会報に掲載いたします。ご希望の方は毎月第２土曜日（８月は除く）午後に梅窓会事
務所まで連絡をお願いいたします。パソコンなどの電子メールをご利用の方は「梅窓会ブログ」内に
ありますメールで直接原稿を投稿することもできます。皆さまの情報をお待ちしております。

梅窓会　広報部会

を５月に創設し募金活動をスタートいたしまし
た。皆さまのご協力とご支援をよろしくお願いい
たします。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木光

10月3日（土曜日）新宿京王プラザホテルにて盛大に開催いたします。

OBも参列、
平成 27年度の入学式が行われました。

運営委員会では『常任幹事会』の開催に
当たり、毎回約180名の常任幹事に往復
ハガキで出席確認をお願いしています
が、毎回低調な出席者数の状況が続い
ております。
梅窓会は“OBの総意に基づいて運営さ
れる組織”であり、常任幹事の方々は同窓生の代表者として、組織の運営に積極
的に参加する役目を担っています。今回の常任幹事会では、平成26年度事業報
告、平成27年度事業計画等の議題があり、常任幹事の方々には忌憚なく意見を
出していただければと思っております。

本年度、母校創立130周年を迎えるに当り母校の益々の隆昌
に貢献する常任幹事会であればと思います。常任幹事の方々
には別便にて開催案内ハガキをお送りいたしますので、『常任
幹事会』にご出席くださいますようお願い申し上げます。

梅窓会 会長｠S30年卒　髙木光

「常任幹事会」のご出席をお願いいたします。

■開 催 趣 旨 ： OB間の連帯と更なる親睦を
  深めていただき、この力を結
  集して学園を強力に支援して
  いく
■開催日／時間 ： 2015 年 10月3日（土）
  午後 3時～午後 6時
■会　　　　場 ： 新宿京王プラザホテル
■会　　　　費 ： 10,000 円
  学生は 5,000 円
  （立食パーティー形式）
■主なプログラム ： 若手OBによるジャズピアノ演奏や記念スピーチ、
  素敵な景品の当たる抽選会も予定しております。
■募　　　　金 ： 一口 5,000 円（口数の制限なし）
■募 金 の目的 ： 学園施設の整備および在校生の部活動の支援

◆開催日時 ： 2015 年 6月13日（土）15時～ 16時
◆開催場所 ： 日本学園校内 3号館（中学棟）
  1 階会議室（開催場所は当日変更になる場合もあります）
◆議　　題 ： 平成 26年度事業報告、平成 27年度事業計画の承認等

クラス担任教員の紹介 髙木光会長の挨拶（昨年度の常任幹事会）

小岩利夫校長の激励の挨拶
運営委員会に対してもさまざまな意見・要望が
寄せられました（昨年度の常任幹事会）

●平成２７年３月末現在繰越金残高内訳

決算報告（案）

現金残高  48,648

預金残高

　三菱東京UFJ　銀行永福町支店 普通 0151581 312,926

　三菱東京UFJ　銀行永福町支店 普通 0162414 7,754,463

　みずほ銀行　北沢支店 普通 0220559 1,316,335

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10090-31282681 217,129

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10040-52625751 306

　ゆうちょ銀行　定期 10040-5262571-7 200,000

　ゆうちょ銀行　振替貯金 0010-6-6183 　680,795

合計  10,530,602

●寄付者ご芳名 終身会費が払い込みにも関わらず、余計にお支払いいただいた額を

寄付として入金させて頂きました。深く感謝申し上げます。

（敬称略　括弧内数字は卒業年　H：平成　その他は昭和）

■31万4千円　佐川弘（16）　■6万円　松本勝馬（36）　■5万円　石毛勇司（33）/中村真

三（34）/佐藤秀夫（37）/山本晃（39）　■4万4千円　渡辺豊（20-5）　■4万円　永峰隆夫

（30）　■3万円　川辺秀一（31）/小川和夫（34）/池田好孝（35）/田村秀夫（51）　

■2万6千円　三浦輝雄（33）　■2万円　大高好久（31）/松浦忠彦（35）　

■1万6千円　新倉重行（20-5）　■1万5千円　平松敬司（31）/野田幸男（41）/山本征正

（41）■1万2千円　福重基温（20-4）/丹羽義就（25）/風間克美（37）/金子隆一（52）/西尾

敬史（H16）■1万1千円　星野嘉彦（17）　■1万円　内野忠彦（18）/日比重昭（20-5）/高田

鑛（29）/髙木光（30）/樋下田雄三（34）/高橋政一（40）/清水正敏（41）/松崎秀樹（43）/斎

藤尚義（50）/鈴木八郎（50）/高橋正美（58）　■9千円　石原康雄（37）　■8千円　笹本繁

宏（14）/遠藤豊（22）/原喜平（25）/井上岩男（31）/野村直人（33）/島本宏志（34）/矢島良

治朗（35）/植松喜代光（36）/斎藤祐治（36）/星野勝司（36）/大森健次（40）/兼平和雄

（40）/綱頭倭夫（41）/溝上和也1（H26）　■6千円　森本雅暁（37）/中島秀治（41）

■5千円　井上實（16）/山田元鏡（22）/半田敏久（29）/野島功（35）/松岡慶樹（35）/河野

文彦（36）/帰山達雄（38）/野田隆造（38）　■4千円　大眉和士（15）/酒井真（17）/藤村一

夫（18）/小松二郎（18）/金子雄三（20-5）/田村寿雄（20-5）/三浦治（24）/佐藤左三（25）/

川口彰五郎（28）/斎藤公壽（28）/木下一郎（29）/原正（29）/長田藤治（30）/箕曲在道

（31）/宮本栄介（31）/関谷栄一（32）/鈴木龍雄（33）/大内照夫（34）/大崎嘉彦（34）/澁谷

章（34）/木澤英教（35）/野口保久（36）/間瀬進（36）/鈴木秀明（38）/鈴木延幸（38）/太田

耕一郎（41）/日下部篤（41）/松井啓真（42）/柴田悟（44）/藤田利光（48）/野田敬理（50）/

内藤政則（57）/澤木大輔（H2）/山本栄喜（H4）/石川裕貴（H17）/田野倉治（H18）/篠崎文

紀（H22）/中崎一寿（H25）　■3千円　野生司敬雄（18）　■2千円　宮原明治（26）/佐藤範

男（36）/鷲野公夫（38）　■1千円　鈴木康雄（31）/梅本富士夫（37）/南郷昭夫（61）

■7万円　大坪陸三（32）　■5万円　日比重昭（20-5）　■4万円　浅井晴夫（39）/古橋章

良（41）　■3万5千円　山本征正（41）　■3万円　高橋利男（36）　■2万6千円　三浦輝雄

（33）　■2万円　星野嘉彦（17）/藤枝康一（34）/小川和夫（34）　■1万9千円　鈴木秀明

（38）■1万5千円　平松敬司（31）/橋本博司（34）　■1万2千円　丹羽義就（25）/細谷洋太

（59）/西尾敬史（H16）　■1万1千1百円　金子隆一（52）　■1万1千円　新倉重行（20-5）　

■1万円　昼間守正（9）/佐川弘（16）/井上實（16）/内野哲（29）/高田鑛（29）/髙木光

（30）/土井智生（30）/西澤武久（32）/鐵宏之（34）/樋下田雄三（34）/野田幸男（41）/清水

正敏（41）/石井洋一（41）/斉藤尚義（50）　■9千円　宮原明治（26）/小林伸伍（H23）

■8千円　笹本繁宏（14）/藤村一夫（18）/原喜平（25）/斎藤公壽（25）/吉川道也（25）/

濱田晃（26）/長尾忠一（29）/長田藤治（30）/井上岩男（31）/島田誠（31）/関谷栄一（32）/

石毛勇司（33）/大崎嘉彦（34）/島本宏志（34）/矢島良治朗（35）/植松喜代光（36）/星野

勝司（36）/斉藤祐治（36）/福沢利三郎（36）/石原康雄（37）/綱頭倭夫（41）/市川秀雄

（42）/内藤政則（57）/菊地秀明（62）/山口吉行（H25）　■6千円　野生司敬雄（18）/大竹

正雄（20-4）/中島秀治（41）　■5千円　野田隆造（38）/松田芳弘（39）/佐久間慶一（44）

■4千円　松本庄三（8）/大眉和士（15）/岡村邦輔（16）/百瀬芳男（17）/黒澤金生（19）/

林正武（19）/佐藤精知夫（19）/田村寿雄（20-5）/清原昭二郎（20-5）/坂本百大（20-5）/

前田立雄（20-5）/田中幸雄（22）/遠藤豊（22）/後藤仁（23）/小田誠夫（23）/梅本重臣

（25）/佐藤庄三（25）/根岸茂（26）/木村文彦（27）/川口彰五郎（28）/木下一郎（29）/佐藤

公一（29）/富永純（29）/鵜飼敬（30）/永井俊雄（30）/宮山博（30）/岡田誠一（31）/村尾懿

（31）/大竹寿男（33）/野村直人（33）/小澤孝好（34）/小林幸雄（34）/大内照夫（34）/澁谷

章（34）/野島巧（35）/北郷秀文（35）/風間克美（37）/安田昭（37）/大森健次（40）/古賀正

二郎（41）/帯刀和夫（41）/有田英一（43）/木崎喜一（43）/藤田利光（48）/野田敬理（50）/

大塚貞幸（62）/廣江律夫（H14）/鈴木久貴（H16）/田野倉治（H18）/篠崎文紀（H22）/小島

崚（H23）/大塚貴登（H24）/中田昌徳（H25）/中﨑一寿（H25）/塙拓巳（H25）

■3千円　鷲野公夫（38）　■1千円　赤塚恵（16）/大庭克世（18）/松苗喜一郎（25）/山本

邦夫（25）/内田勅顕（37）/梅本富士夫（37）/早舩健太郎（H12）

（2014/4/1ー2015/3/31　単位：円）●梅窓会　平成26年度決算書（案）

収入

　　正会員年会費 1,000,000 720,000 1,040,000

　　正会員終身会費 600,000 556,000 640,000

　　寄付金 1,000,000 1,423,000 1,079,100

　正会員収入計 2,600,000 2,699,000 2,759,100

　準会員費 2,000,000 1,995,900 2,341,500

　雑収入 121,000 25,632 1,472

収入合計 4,721,000 4,720,532 5,102,072

支出

　　　委員会運営費 410,000 372,680 243,360

　　　通信費 210,000 162,938 180,670

　　　旅費交通費 30,000 3,584 0

　　　事務費・消耗品費 360,000 369,024 342,476

　　　会議費 50,000 17,000 0

　　　雑費 100,000 103,846 87,230

　　　口座徴収料金 45,000 35,300 43,240

　　　慶弔費 30,000 26,200 0

　　　人件費 300,000 291,200 265,120

　　　水道光熱費 100,000 100,000 100,000

　一般管理費　　計 （1,635,000） （1,481,772） （1,262,096）

　　　備品費 100,000 52,544 138,499

　　　卒業記念品費 420,000 491,847 387,805

　　　会報費 970,000 913,534 890,843

　　　学園行事協力費 180,000 161,697 60,000

　　　学園行事支援費 150,000 30,000 150,000

　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000 600,000

　　　予備費 250,000 202,232 85,105

　業務運営費　　計 （3,070,000） （2,851,854） （2,312,252）

支出合計 4,705,000 4,333,626 3,574,348

収支差額 16,000 386,906 1,527,724

次期繰越金 10,159,696 10,530,602 10,143,696

実　　績予　　算 前年度実績

寄付額合計　1,423,000 円

会費収入は梅窓会運営の基盤です。ご協力よろしくお願いいたします。

年会費   4,000円　毎年1回/同封の郵便振替用紙で納入してください。

終身会費 40,000円　最初の1回のみ同封の郵便振替用紙で納入してください。

130周年記念同窓会の準備と並行して、梅窓会では学園施設の整備および在校生の部活動の支援を

目的に「日本学園創立130周年記念募金」を5月に創設し募金活動をスタートいたしました。

募金用の郵便為替を同封いたしましたので皆さまのご協力とご支援をよろしくお願いいたします。

会費納入はカンタンです

ＯＢ情報大募集中！

「日本学園創立130周年記念募金」ご協力のお願い

＊年会費を納めておられる方で、終身会費に変更される方は、新たに4万円の納入をお願いします。
＊郵便局備え付けの振込用紙で振り込まれる方は、下記口座までお願いいたします。

＊終身会費を納入されている方は郵便振替用紙の氏名の後の会員番号の後ろに「♯」を付してあります。

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

（但し、振込手数料は振込人払いとなります）

哀悼（敬称略　順不同） 卒年／氏名／逝去年月日

Ｓ13 清水　啓治 H26. 5.17
Ｓ13 芝村　靖夫 H26. 6
Ｓ18 長谷川　清 H26. 7. 4
Ｓ18 小杉　秀雄 H26. 7. 8
Ｓ19 桔梗　有吉 H26. 2
Ｓ19 宮野　清明 H26.10.30
Ｓ20-4 大竹　正雄 H27. 2.18
Ｓ29 羽山　忠雄 H26. 4.26
Ｓ29 竹柴　俊雄 H27. 2. 2

Ｓ31 工藤　克之 S
Ｓ31 篠原　道直 H19. 9.13
Ｓ31 三浦　勇一 H27. 1. 5
Ｓ31 波多野芳也 H27. 2.22
Ｓ31 細木　重正 H27. 3.27
Ｓ32 榎本　龍幸　　H26.12.11
Ｓ33 服部　幸隆 H23
Ｓ34 白川部篤彦 H26.11.26
Ｓ35 粟野　　彰 H26. 2. 5

2015年春　生徒募集！

 11月 19日（水）★・24日（月）□ 29日（土）△＊

 12月 3日（水）◇・19日（金）◇ 6日（土）△・13日（土）◇＊

 1月 12日（月）※・23日（金）☆ 10日（土）△
※入試体験　小6対象（要予約8:30）
＊特別進学コース説明会を併設いたします。
□入試につながる理科実験・社会時事問題教室
　小６対象（要予約10：00～11：30）

中学校 高等学校

学校案内・募集要項は郵送いたしますので、直接学校へお問合せ下さい。
日本学園中学校・高等学校 TEL03-3322-6331 http://www.nihongakuen.ed.jp

●高校3コース

2015年度　学校説明会　日程 ●中高一貫コース

◆特別進学コース
◆総合進学コース
◆スポーツコース

◆SS特進

◇10：00～11：30
△14：00～15：30

時間
☆18：00～19：00
★19：00～20：00

OBへの梅窓会報送付制限について
梅窓会報は①「終身会費を納入いただいている方」②「年会費を直近3年以内に納入いただいている
方」③「卒業後3年以内の方」へ郵送しています。3年以上、年会費未納の場合は、会報の郵送を停止
いたしますので、ご了承ください。その後、年会費を納入いただいた方へは郵送を再開いたします。

梅窓会ブログを見よう！
カンタンにご覧になれます！

梅窓会と日本学園の最新情報をお届けしているOBのポータルサイト
「梅窓会ブログ」。まだご覧になっていない、という方は今すぐアクセス！

「梅窓会ブログ」に皆様の近況や同窓会・同期会、同窓生同士の旅行記事等を掲載いたしま
す。ご希望の方は毎月第2土曜日（8月除く）午後2時～4時に梅窓会事務局までお電話をお願
いします。またパソコン＆電子メールを活用されている方は、「梅窓会ブログ」内メールで直接記事
を投稿することも可能です。あなたの情報をお待ちしています。 梅窓会 広報部会

検索画面に「梅窓会ブログ」と打ち込み、
クリックするだけでご覧になれます。

検索梅窓会ブログ

検索梅窓会ブログ

OB情報大募集！

検索画面に「梅窓会ブログ」と打ち込み、クリックするだけでご覧になれます。

一口5,000円
口数の制限なし

S20・4 足立光章 H24
S25 秋元孝禧 H24・3・17
S26J 竹内孝一 H24・7・3
S28 青柳信夫 H24・11・14
S28 奥井基継 H25・4・7
S29 町田育也 H25・1・22
S31 鈴木清生 H25・1・3
S33 小原通弘 H24・10
S35 大倉治 H23・12・9

T15 池田英雄 H25・3・11
S12 萩原宇宙男 H24・10・8
S14 松江保 H24・9・26
S14 吉田敦 H24・11・29
S18 工藤輝一 H24・6・18
S18 小林尚夫 H25・1・10
S18 津田(高山)知常 H24・7・7
S19 伊藤晋 H24・9・6
S19 鈴木敏男 H24・5・15
S20・5 小森茂 H24・4

Baisou information.

会費大ピンチ！
スグ納入を！
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Nikko News & Report. Nikko Sports & Culture.

平成27年3月7日（土）小雨が時折降るなか、来賓保護者多数の参加のもと、
第１２３回高等学校卒業式が本校体育館にて挙行され、式典には卒業後50
年のOB（昭和40年度卒業）として有志16名が参列し卒業生の前途を祝しま
した。式は各クラスの代表者へ卒業証書の授与・東京都知事賞ほか各団体
からの表彰状授与後、小岩利夫校長よりある詩人の「ぶつかる」の言葉を用
い、「何事にもぶつかっていく」という強い精神を持って欲しいと激励のメッセー
ジが贈られました。続いて祝辞として堀内優憲理事長（S29年卒）髙木光梅
窓会会長（S30年卒）、丸山典子PTA会長からそれぞれ熱いメッセージが卒
業生に贈られました。また梅窓会髙木会長から207名の卒業生へ記念品とし
て最新型LED仕様ポケットライトが贈呈されました。

広報部会　S３８年卒　川本雅之

第123回卒業式に卒業後50年のOBとして16名が参列し卒業生の前途を祝しました。 130年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園には同窓会・同期会以外にも多彩な分野の集まりが多々あります。
今回は２つの集まりにスポットを当ててご紹介いたします。

卒業を目前に控えた3月3日、梅窓会事務所にて平成26年度卒（第１２３回卒業）の新ク
ラス幹事を招待して、歓迎式が開催されました。11時過ぎ、日学のぼりが翻る会場へ、Ａ組
からＨ組まで新幹事となった17名が続々と来室。室内は新旧日校健児たちで満杯となり、
男子校らしい賑わいとなりました。式は会長挨拶から始まり、委員紹介、自己紹介と続き、
学年代表となる幹事選出もすんなりと決定。笑顔と笑いが絶えない和やかな雰囲気の
中、閉会となりました。 梅窓会　広報部

運営委員会では『梅窓会総会』を６月21日（日）に開催いたし
ます。しかし毎回約８０名前後の出席で今一つ盛り上がりに欠
ける会になっております。今年、母校は創立１３０周年を迎え飛
躍の時期を迎えています。この絶好の機会にこの勢いを後押
しし、社会的評価を盤石なものにするためには、OBの結束と
応援が不可欠です。そして若い世代のOB諸君にとって、梅窓
会は将来の役に立つ人脈づくりの格好の場でもあります。今
回の会報に開催案内返信ハガキを同封してありますので、ぜ
ひ『総会』にご出席くださいますようお願い申し上げます。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木光

本年は、会長改選期に当たりますので、下記の要領に基づき立候補を募ります。
総会での審議議題でもありますので、会員各位のご協力をお願い致します。

平成26年度卒（第123回卒業）の新クラス幹事歓迎式が開催されました。

第123回高等学校卒業式
（本校体育館）

狛江エコルマホールでの演奏会風景

昨年の総会での議案の討議模様（ホテルフロラシオン青山にて）

吹奏楽部OBや梅窓会有志も
楽しんでいます

「榎本会長を偲ぶ会」に集まった旧庭球部OBたち

卒後50周年・昭和40年卒の先輩方
16名が列席

新居洋ニ郎氏、大森健次氏、
片桐義也氏、河野雅昭氏、古賀睦郎氏、
斉藤尚義氏、佐藤昌幸氏、高橋岩和氏、
高橋政一氏、田村幸彦氏、中村政信氏、
野村芳郎氏、服部澄一郎氏、
花香信義氏、良野茂和氏、山下晃氏

自己紹介をする新クラス幹事

ＯＢ

梅窓会総会にぜひご参加ください 本年は梅窓会会長の改選期 !!

情報
短信

3月26日（木）狛江エコルマホールにて、夕刻6時より吹奏
楽部第21回定期演奏会が行われました。梅窓会並びに吹
奏楽部OB（昭和卒グループ）有志の方 と々行ってきました。
第一部では昨年急逝された副顧問の小林好明先生へ捧
げる曲として「ジュピター」を荘厳に演奏。その後、好評のア
ンサンブルや寸劇を交えたポピュラーソングなどを披露、来
場者を魅了しました。同部コンサートは地元の方 も々毎年楽
しみにしており、今回も大勢の方が来場され日本学園吹奏
楽部の洗練された演奏を体でリズムを取りながら聞き入って
いました。

「吹奏楽部第21回定期演奏会」
コンサートを聴きに行ってきました。

昨年12月11日（木）急逝された榎本龍幸氏（S32年卒・庭球部OB会長）を偲ん
で今年1月17日（土）中野坂上「駄 っ々子」（S36年卒・浦本建十郎氏経営）にて
OB会を開催しました。
旧庭球部は明治43年に創部され、以来太平洋戦争の数年間を除き、継続して
活発に活動。終戦後もいち早く再開して、当時のGHQ最高司令官の名を冠した
「マッカーサー杯全国軟式庭球大会」に東京都代表として出場し優勝を果たすな
ど大活躍。しかし昭和59年3月の卒業生を最後に部員の減少、顧問不在との事
で休部状態となっておりますがクラブOBの絆は強く、毎年OB会を開き旧交を温
めております。故榎本会長も常々軟式庭球部（現ソフトテニス）の復活を考えてお
られOB会としても再び灯がつくことを願ってやまないところです。

庭球部OB　S42年卒　東ヶ﨑和利

出席者 21 名（敬称略）
加藤（S27）、中野（S32）、諏訪（S33）、土田
（S33）、井上（S35）、高橋（S35）、佐藤（S35）、梅
本（S35）、前波（S35）、小山（S36）、福澤利
（S36）、浦本（S36）、五藤（S36）、剣持（S36）、坂
西（S39）、福澤稔（S40）、東ヶ﨑（S42）、藤本
（S45）、木村（S45）、鈴木（S50）、小椰（S55）
幹事：福澤利、浦本

 旧庭球部（軟式）OB会
 「榎本会長を偲ぶ会」を開催

★開催日時 ： 2015年６月21日（日）１４時～１６時
★開催場所 ： 日本学園校内3号館（中学棟）1階会議室
  （開催場所は当日変更になる場合もあります）
★議　　題 ： 平成26年度事業報告
  平成27年度事業計画の承認等

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報

大学入学おめでとう。今年も難関大学に続々と合格 !!

大学名 合格者数 学部
亜細亜大学 5 経済 2　経営 1　法 1　国際関係 1
桜美林大学 3 リベラルアーツ 2　ビジネスマジーメント1
神奈川大学 11 経済 3　経営 4　外国語 2　工 2
神奈川工科大学 1 応用バイオ科 1
関東学院大学 2 理工 1　人間環境 1
北里大学 1 海洋生命科学 1
杏林大学 2 外国語 2
国立音楽大学 1 音楽 1
工学院大学 4 工 2　建築 2
国學院大学 7 経済 3　法 4
国際武道大学 1 体育 1
国士舘大学 7 政経 2　法 2　文 2　経営 1
駒澤大学 11 経済 2  経営 1  法 3  文 3  グローバル・メディア・スタディーズ 2
埼玉大学 1 工 1
産業能率大学 1 情報マネージメント1
島根県立大学 1 総合政策 1
淑徳大学 2 経営 1　コミュティ政策 1
湘南工科大学 1 工 1
尚美学園大学 3 総合政策 1　芸術情報 2
昭和音楽大学 1 音楽 1
成城大学 3 法 3
西武文理大学 5 サービス経営 5
専修大学 13 経済 4　法 2　商 2　文 3　人間科学 1　ネットワーク 1
創価大学 1 文 1
大正大学 2 人間 2

大東文化大学 8 経済 1　法 1　文 1　外国語 1　国際関係 2　環境創造 1
スポーツ健康科学 1

高千穂大学 2 商 2
拓殖大学 9 政経 3　商 2　外国語 3　国際 1
多摩大学 6 経営情報 5　グローバルスダィーズ 1
玉川大学 4 経営 2　教育 2
多摩美術大学 3 美術 3
中央大学 4 経済 1　文 2　総合政策 1
帝京大学 37 経済 17　法 4　文 10　外国語 5　医療技術 1
帝京科学大学 2 こども 2
帝京平成大学 6 薬 1　現代ライフ 2　ヒューマンケア 2　健康メディカル 1
デジタルハリウッド大学 1 デジタルコミュケション 1
東海大学 9 法 4　　文 4　　教養 1
東京経済大学 5 経済 2　経営 1　現代法 1　コミュニケーション 1
東京工科大学 3 応用生物 2　デザイン 1

大学名 合格者数 学部
東京工芸大学 1 芸術 1
東京国際大学 2 国際関係 1　経済 1
東京造形大学 1 造形 1
東京電機大学 1 理工 1
東京農業大学 4 農 1　国際食料情報 2　地域環境科学 1
東京福祉大学 3 社会福祉 3
東京富士大学 1 経営 1
東京未来大学 1 こども心理 1
東京薬科大学 4 薬 3　生命科学 1

東洋大学 10 経済 1　経営 1　法 2　社会 1　理工 1　生命科学 2
総合情報 1　国際地域 1

獨協大学 2 経済 1　外国語 1
日本大学 12 法 1　商 4　理工 1　文理 2　芸術 1　生物資源科 3
日本ウェルネススポーツ大学 3 スポーツプロモーション 3
日本経済大学 1 経営 1
日本文化大学 1 法 1
文教大学 2 経営 1　国際 1
文京学院大学 4 経営 1　外国語 1　保健医療技術 1　人間 1
法政大学 2 法 1　人間環境 1
武蔵大学 1 経済 1
明治大学 3 文 2　情報コミュニケーション 1
明治学院大学 5 法 1　文 2　社会 1　心理 1
明星大学 10 経済 3　理工 2　総合理工 1　人文 3　情報 1
目白大学 6 外国語 2　人間 3　人間科学 1
横浜創英大学 1 看護 1
立正大学 6 経済 2　経営 2　文 1　地球環境科 1
立命館アジア太平洋大学 2 アジア太平洋 1　国際経営 1
流通経済大学 1 法 1
和光大学 5 経済経営 2　文 1　表現 2
新渡戸文化短期大学 1
国學院北海道短期大学 1
合計 286

2011 〜 2015 年間の浪人生の大学合格数（学園に連絡頂いた方のみ）
青山学院大 1 ／亜細亜大 1 ／桜美林大 2 ／学習院大 1 ／神奈川大 1 ／杏林大 1 ／敬愛大 1 ／
国學院大 4 ／国士舘大 2 ／駒澤大 7 ／順天堂大 1 ／成蹊大 3 ／成城大 4 ／大東文化大 3 ／
高千穂大 1 ／拓殖大 4 ／玉川大 1 ／中央大 2 ／帝京大 5 ／東海大２／東京経済２／
東京工科大１／東京工芸大１／東京電機大１／東京都市大１／東京農工大１／
東京福祉大１／東洋大８／獨協大１／日本大 11 ／法政大３／武蔵大１／立教大１／
立正大２／和光大１

2015 年の大学入試結果は新進学体制が本格的にスタートし、ストレートにその効果が数字として表れてきております。国公立大学や難関私立
大学は昨年に増して多くの合格者を輩出しています。さらに中堅私大にも安定した合格者を出しております。また芸術、体育系学部にも続々と
合格。後輩たちのこれからの大学生活での活躍が大いに期待されます。※卒業 207 人　合格数 286　その他　専門学校 21　就職 1
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平成27年3月7日（土）小雨が時折降るなか、来賓保護者多数の参加のもと、
第１２３回高等学校卒業式が本校体育館にて挙行され、式典には卒業後50
年のOB（昭和40年度卒業）として有志16名が参列し卒業生の前途を祝しま
した。式は各クラスの代表者へ卒業証書の授与・東京都知事賞ほか各団体
からの表彰状授与後、小岩利夫校長よりある詩人の「ぶつかる」の言葉を用
い、「何事にもぶつかっていく」という強い精神を持って欲しいと激励のメッセー
ジが贈られました。続いて祝辞として堀内優憲理事長（S29年卒）髙木光梅
窓会会長（S30年卒）、丸山典子PTA会長からそれぞれ熱いメッセージが卒
業生に贈られました。また梅窓会髙木会長から207名の卒業生へ記念品とし
て最新型LED仕様ポケットライトが贈呈されました。

広報部会　S３８年卒　川本雅之

第123回卒業式に卒業後50年のOBとして16名が参列し卒業生の前途を祝しました。 130年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園には同窓会・同期会以外にも多彩な分野の集まりが多々あります。
今回は２つの集まりにスポットを当ててご紹介いたします。

卒業を目前に控えた3月3日、梅窓会事務所にて平成26年度卒（第１２３回卒業）の新ク
ラス幹事を招待して、歓迎式が開催されました。11時過ぎ、日学のぼりが翻る会場へ、Ａ組
からＨ組まで新幹事となった17名が続々と来室。室内は新旧日校健児たちで満杯となり、
男子校らしい賑わいとなりました。式は会長挨拶から始まり、委員紹介、自己紹介と続き、
学年代表となる幹事選出もすんなりと決定。笑顔と笑いが絶えない和やかな雰囲気の
中、閉会となりました。 梅窓会　広報部

運営委員会では『梅窓会総会』を６月21日（日）に開催いたし
ます。しかし毎回約８０名前後の出席で今一つ盛り上がりに欠
ける会になっております。今年、母校は創立１３０周年を迎え飛
躍の時期を迎えています。この絶好の機会にこの勢いを後押
しし、社会的評価を盤石なものにするためには、OBの結束と
応援が不可欠です。そして若い世代のOB諸君にとって、梅窓
会は将来の役に立つ人脈づくりの格好の場でもあります。今
回の会報に開催案内返信ハガキを同封してありますので、ぜ
ひ『総会』にご出席くださいますようお願い申し上げます。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木光

本年は、会長改選期に当たりますので、下記の要領に基づき立候補を募ります。
総会での審議議題でもありますので、会員各位のご協力をお願い致します。

平成26年度卒（第123回卒業）の新クラス幹事歓迎式が開催されました。

第123回高等学校卒業式
（本校体育館）

狛江エコルマホールでの演奏会風景

昨年の総会での議案の討議模様（ホテルフロラシオン青山にて）

吹奏楽部OBや梅窓会有志も
楽しんでいます

「榎本会長を偲ぶ会」に集まった旧庭球部OBたち

卒後50周年・昭和40年卒の先輩方
16名が列席

新居洋ニ郎氏、大森健次氏、
片桐義也氏、河野雅昭氏、古賀睦郎氏、
斉藤尚義氏、佐藤昌幸氏、高橋岩和氏、
高橋政一氏、田村幸彦氏、中村政信氏、
野村芳郎氏、服部澄一郎氏、
花香信義氏、良野茂和氏、山下晃氏

自己紹介をする新クラス幹事

ＯＢ

梅窓会総会にぜひご参加ください 本年は梅窓会会長の改選期 !!

情報
短信

3月26日（木）狛江エコルマホールにて、夕刻6時より吹奏
楽部第21回定期演奏会が行われました。梅窓会並びに吹
奏楽部OB（昭和卒グループ）有志の方 と々行ってきました。
第一部では昨年急逝された副顧問の小林好明先生へ捧
げる曲として「ジュピター」を荘厳に演奏。その後、好評のア
ンサンブルや寸劇を交えたポピュラーソングなどを披露、来
場者を魅了しました。同部コンサートは地元の方 も々毎年楽
しみにしており、今回も大勢の方が来場され日本学園吹奏
楽部の洗練された演奏を体でリズムを取りながら聞き入って
いました。

「吹奏楽部第21回定期演奏会」
コンサートを聴きに行ってきました。

昨年12月11日（木）急逝された榎本龍幸氏（S32年卒・庭球部OB会長）を偲ん
で今年1月17日（土）中野坂上「駄 っ々子」（S36年卒・浦本建十郎氏経営）にて
OB会を開催しました。
旧庭球部は明治43年に創部され、以来太平洋戦争の数年間を除き、継続して
活発に活動。終戦後もいち早く再開して、当時のGHQ最高司令官の名を冠した
「マッカーサー杯全国軟式庭球大会」に東京都代表として出場し優勝を果たすな
ど大活躍。しかし昭和59年3月の卒業生を最後に部員の減少、顧問不在との事
で休部状態となっておりますがクラブOBの絆は強く、毎年OB会を開き旧交を温
めております。故榎本会長も常々軟式庭球部（現ソフトテニス）の復活を考えてお
られOB会としても再び灯がつくことを願ってやまないところです。

庭球部OB　S42年卒　東ヶ﨑和利

出席者 21 名（敬称略）
加藤（S27）、中野（S32）、諏訪（S33）、土田
（S33）、井上（S35）、高橋（S35）、佐藤（S35）、梅
本（S35）、前波（S35）、小山（S36）、福澤利
（S36）、浦本（S36）、五藤（S36）、剣持（S36）、坂
西（S39）、福澤稔（S40）、東ヶ﨑（S42）、藤本
（S45）、木村（S45）、鈴木（S50）、小椰（S55）
幹事：福澤利、浦本

 旧庭球部（軟式）OB会
 「榎本会長を偲ぶ会」を開催

★開催日時 ： 2015年６月21日（日）１４時～１６時
★開催場所 ： 日本学園校内3号館（中学棟）1階会議室
  （開催場所は当日変更になる場合もあります）
★議　　題 ： 平成26年度事業報告
  平成27年度事業計画の承認等

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報

日本 学園梅窓会会長選出要領
（目　的）
　第 1条	 	この要領は、日本学園梅窓会（以下「本会」という。）規約第 7条第 1項に定める	

本会会長の選出に関して必要なことを定める。
（立候補の要件）
　第 2条	 ①	本会会長の任期満了による改選の年次にあたり、本会の正会員（ただし、その時の

年令が満 25才以上）が、これに立候補する時は、本人の立候補届のほか、本会の
正会員5 名以上の推薦者による推薦状を必要とする。

	 ②前項の推薦状は、連名は妨げない。
（立候補の届出）
　第 3条	 ①	立候補の届出は、当該改選年次の 5月25日から6月10日までを届出期間とし、	

立候補は、自己が日本学園を卒業した、年次、住所および氏名ならびに立候補の	
理由を記載した立候補届（本人自筆の署名のおよび押印を要す。）に、前条各項
の推薦状を添えて本会の総務部会長（以下「総務部会長」という。）あてに提出し	
なければならない。

	 ②	当該推薦状には、推薦者が日本学園を卒業した年次、住所および氏名ならびに	
推薦の理由を記載するものとする。

	 ③	本条第 1項の立候補届および推薦状の提出が郵送による場合には、この届出期間
の最終日の消印のあるものは有効とする。

（立候補の所信表明等）
　第 4 条	 	立候補の届出が受理された立候補は、本会の総会においてその所信を表明するもの	

とし、また、この立候補者の推薦者は、1名に限って推薦の趣意を陳述するものとする。
この場合、それぞれ所要時間は 5 分以内とする。

（選出投票）
　第 5 条	 	当該選出年次の本会の総会における会長の選出投票は、次の各号によるものとする。
	 ①	投票者（ただし、本会の正会員でこの総会の出席者に限る。）は所定の投票用紙に

候補者1名の氏名を記入する。なお、投票者の記名は要しない。
	 ②立候補は、この投票に加わらない。
	 ③	この選出投票の適性を期すため、あらかじめ本会の会長が指名した選挙管理委員

3 名がこれに当たるものとし、また、開票の立会人 3 名を総会出席者のなかから選
出する。

	 ④	前号の選挙管理委員は、この投票の結果をすみやかに総務部会長に報告し、総務
部会長は選出された本会会長の氏名をその総会で発表する。

	 ⑤この投票の結果が同数の場合には、再度の投票を行うものとする。
（適用の原則）
　第 6 条	 	この要領は、第 2条および第 3条に定める立候補者が複数の場合に適用とすることを

原則とする。
　付　則	 この要領は、平成 9 年開催の本会における本会会長選出のときから執行する。
　付　則	 （平成 24 年 3月第 3条①、第 5 条④改正にかかる）
　　この規程は、平成 24 年 4月10日から施工する。
　付　則	 （平成 27年 4月第 3条①、第 5 条④改正にかかる）
　　この規程は、平成 27年 4月10日から施行する。
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日学祭

体育祭
開催日決定！

今年から谷川平夫校長に代わって、新しく校長を務めることになりまし
た。前校長がこれまでに培われてこられた教育を受けまして、明治大
学との高大連携をさらに進化発展させながら、頑張っていこうと考えて
おります。長い歴史の中でご尽力頂いた諸先輩を前に、学園の将来を
語ることなど失礼なことと思いますが、今まで明大中野と同八王子中高
や八王子学園中高の経験を活かしながら、生徒一人ひとりが輝きのあ
る学校にしたいと考えています。入学式を終え始業式で全校生徒に、
前向きにスタートを切ろうという話をしました。このことは、自身の気持ち
でもあり大切な一言です。自分の力で、どんなに苦しいときにも諦めるこ
となく、前向きに歩み続けることを話したつもりです。結果を求めて簡単
な方法でそれが得られることを求めるような時代ですが、愚直に一歩
一歩進ませて頂きます。

ごあいさつ
日本学園 中学校・高等学校 校長 小岩利夫7年半務めた母校の校長を退任致しました。在任中に皆様からいただいた温かい

ご支援とご協力に心から御礼を申し上げます。就任時に、ゼロからの出発という意
気込みで学校改革を行おうと「にちがく元年」という標語を掲げました。その際に
私は次のような学校を作ろうと思いました。三か条になります。
①　生徒が誇りを持って学べる学校
②　教職員が誇りを持って働ける学校
③　卒業生が誇りを持って「日本学園出身」と言える学校　－です。
ここ数年の学園生徒の文武両道面における活躍ぶりはご承知のとおりです。明治
大学と高大連携したことは日本学園の社会的評価を大いに高めました。前記三か
条の目標を100%達成できたとは言いませんが、そこに向けての確実な一歩は刻め
たと思います。次の段階として小岩新校長が日本学園を一流校の地位にまで引き
上げてくれることを確信しています。

ご支援に感謝
学校法人 日本学園 特別顧問 谷川平夫（S34年卒）

OB 諸兄におかれましては、ますますご壮健にて
ご活躍のことと存じます。日頃より梅窓会（同窓会）
活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。さて、明年７月、母校・日本学園は創立
130周年の佳節を迎えます。1885年（明治18年）

校祖・杉浦重剛先生を中心に、各界を代表する名士の総力を結集
して開校した東京英語学校。それから今日に至るまで、母校は自由
と文武両道の旗の下、次世代を担う前途有為の人材を輩出し続け
ています。その歩みを支えてきたのは、日本学園に学び、各界で活

「日本学園創立130周年記念 同窓会」開催決定！

10/4 土 5日

躍されているOB 諸兄に他なりません。明年に向けて、母校では著
名 OBによる『記念講演会（仮称）』を始めとする祝賀行事を計画
しています。梅窓会・運営委員会も母校と共に行事の企画・運営
を推進いたします。この祝賀行事を成功させると共に、母校のさら
なる発展につなげるためには、OB 諸兄の多方面にわたるご支援が
欠かせません。卒業生の力を合わせて、愛する母校の創立 130 周
年を盛大に祝おうではありませんか。今後とも何卒、ご理解・ご協
力を賜りたく、お願い申し上げます。

梅窓会  会長 S30 年卒　髙木光

去る10月25日（土）18:30より、明大前駅近くの『わたみん家』において、毎年恒例の『柔道部OB会』が開催され
ました。当日の出席者は顧問の万田先生、花田コーチを始め26名。開会の辞に続き、柔道部OBでもある梅窓会
の髙木会長による乾杯の音頭で楽しく賑やかな会がスタート。柔道部OBという猛者が集まり、会場狭しと大い
に盛り上がりました。再会は卒業以来というOB同士もあり、握手を交わす人や稽古の思い出話に花を咲かせる
グループも見られました。最後に全員で現役部員とOBの健闘を誓い合い、万歳三唱で閉会しました。

柔道部OB会　開催される！

第一楽章
野田隆造君は本校在学時、吹奏楽部に所属。卒業後、獨協大学に
入学し、大学では獨協大学・管弦楽団の2期生として活躍しまし
た。去る平成26年10月4日（土）ミューザ川崎シンフォニーホール
にて、獨協大学・管弦楽団・創立50周年記念演奏会にフルート奏
者として演奏。東京交響楽団・東京本部所長兼、同大学の専任
コーチである西脇秀治氏指揮のもと、チャイコフスキー作曲大
序曲『1812年』、ベートーベン作曲『運命』、レスピーギ作曲交響
詩『ローマの松』等、数曲を演奏し、多
数の観客を魅了しました。

第二楽章
笹島真夫君は本校在学時、コーラス部に所属。卒業後、武蔵野
音楽大学声楽科に入学。卒業後、イタリア留学等を経て、奥様と
共に声楽グループ"VOCE ALBA"を設立。現在は多数の生徒た
ちに声楽の指導を行っています。去る平成26年10月11日（土）
日暮里サニーホールにて"VOCE ALBA"第20回記念コンサー
トを公演。懐かしの歌曲、メンデルスゾーン作曲『秋の歌』等から
始まり、武蔵野音楽大学在校生によるオペラの重唱、ヴェル
ディ作曲『リゴレット』、モーツァルト作曲『フィガロの結婚』『女
はこうしたもの』等、数曲を熱唱。最後は秋にふさわしい童謡
『赤とんぼ』を出演者・観客が一体となり合唱し、大変に盛り上
がる中、閉幕しました。

芸術の秋！
昭和38年卒業・野田隆造君、笹島真夫君が、
それぞれの音楽分野で大活躍！

哀悼（敬称略　順不同）

岡村邦輔さん（Ｓ16年卒）

卒年／氏名／逝去年月日

Ｓ16年 岡村　邦輔 Ｈ25.9.20
Ｓ16年 神保　次世 Ｈ26.2.20
Ｓ24年 山田　　誠 Ｈ25.5. 1
Ｓ24年 田中　正明 Ｈ25.12.29

平成２５年９月２０日に逝去されました。岡村さんは昭和６０年から

一期理事長を勤められました。ご冥福をお祈り致します。

小林好明先生（教務部長） 平成２６年８月１５日にご自宅で急逝されました。享年５５才。
先生は国語科の教鞭をとられる傍ら、野球の応援で写真を撮られたり、
吹奏楽部の定期演奏会では毎回司会をされました。
ご冥福をお祈り致します。

Ｓ24年 松野　一郎 Ｈ26.2. 7
Ｓ25年 谷　　荘吉 Ｈ26.3.17
Ｓ28年 久保寺尚武 Ｈ26.3. 3
Ｓ31年 網井　博昭 Ｈ25.12

Ｓ34年 長谷川光則 Ｈ26.8.11
Ｓ36年 伊藤　昭久 Ｈ26.7.17
Ｓ60年 石井　正寿 Ｈ26.7.26

毎年恒例の吹奏楽部・定期
演奏会が開催されます。聴
衆を魅了する圧倒的な迫力
と繊細な表現力、心を動か
す演技力。それは吹奏楽の
域を超えたエンターテイン
メントの世界！OB諸兄、ご家族お誘い合わせの上、ぜひご
来場ください！

吹奏楽部　定期演奏会のご案内 入場無料

【日時】平成27年3月26日（木） 午後6時開演
【会場】エコルマホール（小田急線 狛江駅前 エコルマビル4F）

演奏会終了後、夫妻で記念撮影フルートを演奏する野田君（写真中央付近）

VOCE ALBA代表として舞台あいさつする笹島君熱唱する笹島君

S38年卒　川本雅之

1885年（明治18年）、日本学園の前身「東
京英語学校」が東京神田錦町に開校され
てから今年で130年を迎えます。この佳き
節目に日本学園、OB組織である「日本学
園梅窓会」ではOB間の連帯と親睦を深
めていただき、学園を強力に支援していく
趣旨で「日本学園創立130周年記念　同

窓会」を新宿の京王プラザホテルにて開催することになりました。なお会場
の京王プラザホテルは交通の便の良さは勿論ですが、この「松原校舎」が
現在の地に移る前の新宿「淀橋校舎」があった地であることも考慮して決
定しております。この号では開催の概要をお知らせし、詳細につきましては、
インターネットの梅窓会ブログや次号の梅窓会報（８月発行予定）にてご案
内いたします。皆さまの多数のご参加をいただき、さらなるOB間の連帯と親
睦を深めていただければと思います。
この130周年記念同窓会の準備と並行して、梅窓会では学園施設の整備
および在校生の部活動の支援を目的に「日本学園創立130周年記念募金」

平成27年度入学式が４月
７日（火）、本校体育館にお
いて多数の保護者参加の
もと行われ、梅窓会有志も
自分たちの当時の入学式を
思い出しながら参列しまし
た。本年度は学校創立130

年を迎え、歴史と伝統ある本学園に新たなる希望を胸に中学生
17名、高校生178名が入学。式典では小岩利夫校長の激励の挨
拶。続いて堀内優憲理事長の祝辞後、新入生の中等部、高等部
のクラス担任教員の紹介がありました。式典終了後、恒例のクラ
ス毎に保護者と共に記念写
真撮影で無事入学式は終了
しました。
広報部会 S３８年卒　川本雅之

ＯＢの皆様の近況や同窓会、同期会、同窓生同士の旅行や趣味の会などをインターネットの「梅窓会
ブログ」や梅窓会報に掲載いたします。ご希望の方は毎月第２土曜日（８月は除く）午後に梅窓会事
務所まで連絡をお願いいたします。パソコンなどの電子メールをご利用の方は「梅窓会ブログ」内に
ありますメールで直接原稿を投稿することもできます。皆さまの情報をお待ちしております。

梅窓会　広報部会

を５月に創設し募金活動をスタートいたしまし
た。皆さまのご協力とご支援をよろしくお願いい
たします。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木光

10月3日（土曜日）新宿京王プラザホテルにて盛大に開催いたします。

OBも参列、
平成 27年度の入学式が行われました。

運営委員会では『常任幹事会』の開催に
当たり、毎回約180名の常任幹事に往復
ハガキで出席確認をお願いしています
が、毎回低調な出席者数の状況が続い
ております。
梅窓会は“OBの総意に基づいて運営さ
れる組織”であり、常任幹事の方々は同窓生の代表者として、組織の運営に積極
的に参加する役目を担っています。今回の常任幹事会では、平成26年度事業報
告、平成27年度事業計画等の議題があり、常任幹事の方々には忌憚なく意見を
出していただければと思っております。

本年度、母校創立130周年を迎えるに当り母校の益々の隆昌
に貢献する常任幹事会であればと思います。常任幹事の方々
には別便にて開催案内ハガキをお送りいたしますので、『常任
幹事会』にご出席くださいますようお願い申し上げます。

梅窓会 会長｠S30年卒　髙木光

「常任幹事会」のご出席をお願いいたします。

■開 催 趣 旨 ： OB間の連帯と更なる親睦を
  深めていただき、この力を結
  集して学園を強力に支援して
  いく
■開催日／時間 ： 2015 年 10月3日（土）
  午後 3時～午後 6時
■会　　　　場 ： 新宿京王プラザホテル
■会　　　　費 ： 10,000 円
  学生は 5,000 円
  （立食パーティー形式）
■主なプログラム ： 若手OBによるジャズピアノ演奏や記念スピーチ、
  素敵な景品の当たる抽選会も予定しております。
■募　　　　金 ： 一口 5,000 円（口数の制限なし）
■募 金 の目的 ： 学園施設の整備および在校生の部活動の支援

◆開催日時 ： 2015 年 6月13日（土）15時～ 16時
◆開催場所 ： 日本学園校内 3号館（中学棟）
  1 階会議室（開催場所は当日変更になる場合もあります）
◆議　　題 ： 平成 26年度事業報告、平成 27年度事業計画の承認等

クラス担任教員の紹介 髙木光会長の挨拶（昨年度の常任幹事会）

小岩利夫校長の激励の挨拶
運営委員会に対してもさまざまな意見・要望が
寄せられました（昨年度の常任幹事会）

●平成２７年３月末現在繰越金残高内訳

決算報告（案）

現金残高  48,648

預金残高

　三菱東京UFJ　銀行永福町支店 普通 0151581 312,926

　三菱東京UFJ　銀行永福町支店 普通 0162414 7,754,463

　みずほ銀行　北沢支店 普通 0220559 1,316,335

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10090-31282681 217,129

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10040-52625751 306

　ゆうちょ銀行　定期 10040-5262571-7 200,000

　ゆうちょ銀行　振替貯金 0010-6-6183 　680,795

合計  10,530,602

●寄付者ご芳名 終身会費が払い込みにも関わらず、余計にお支払いいただいた額を

寄付として入金させて頂きました。深く感謝申し上げます。

（敬称略　括弧内数字は卒業年　H：平成　その他は昭和）

■31万4千円　佐川弘（16）　■6万円　松本勝馬（36）　■5万円　石毛勇司（33）/中村真

三（34）/佐藤秀夫（37）/山本晃（39）　■4万4千円　渡辺豊（20-5）　■4万円　永峰隆夫

（30）　■3万円　川辺秀一（31）/小川和夫（34）/池田好孝（35）/田村秀夫（51）　

■2万6千円　三浦輝雄（33）　■2万円　大高好久（31）/松浦忠彦（35）　

■1万6千円　新倉重行（20-5）　■1万5千円　平松敬司（31）/野田幸男（41）/山本征正

（41）■1万2千円　福重基温（20-4）/丹羽義就（25）/風間克美（37）/金子隆一（52）/西尾

敬史（H16）■1万1千円　星野嘉彦（17）　■1万円　内野忠彦（18）/日比重昭（20-5）/高田

鑛（29）/髙木光（30）/樋下田雄三（34）/高橋政一（40）/清水正敏（41）/松崎秀樹（43）/斎

藤尚義（50）/鈴木八郎（50）/高橋正美（58）　■9千円　石原康雄（37）　■8千円　笹本繁

宏（14）/遠藤豊（22）/原喜平（25）/井上岩男（31）/野村直人（33）/島本宏志（34）/矢島良

治朗（35）/植松喜代光（36）/斎藤祐治（36）/星野勝司（36）/大森健次（40）/兼平和雄

（40）/綱頭倭夫（41）/溝上和也1（H26）　■6千円　森本雅暁（37）/中島秀治（41）

■5千円　井上實（16）/山田元鏡（22）/半田敏久（29）/野島功（35）/松岡慶樹（35）/河野

文彦（36）/帰山達雄（38）/野田隆造（38）　■4千円　大眉和士（15）/酒井真（17）/藤村一

夫（18）/小松二郎（18）/金子雄三（20-5）/田村寿雄（20-5）/三浦治（24）/佐藤左三（25）/

川口彰五郎（28）/斎藤公壽（28）/木下一郎（29）/原正（29）/長田藤治（30）/箕曲在道

（31）/宮本栄介（31）/関谷栄一（32）/鈴木龍雄（33）/大内照夫（34）/大崎嘉彦（34）/澁谷

章（34）/木澤英教（35）/野口保久（36）/間瀬進（36）/鈴木秀明（38）/鈴木延幸（38）/太田

耕一郎（41）/日下部篤（41）/松井啓真（42）/柴田悟（44）/藤田利光（48）/野田敬理（50）/

内藤政則（57）/澤木大輔（H2）/山本栄喜（H4）/石川裕貴（H17）/田野倉治（H18）/篠崎文

紀（H22）/中崎一寿（H25）　■3千円　野生司敬雄（18）　■2千円　宮原明治（26）/佐藤範

男（36）/鷲野公夫（38）　■1千円　鈴木康雄（31）/梅本富士夫（37）/南郷昭夫（61）

■7万円　大坪陸三（32）　■5万円　日比重昭（20-5）　■4万円　浅井晴夫（39）/古橋章

良（41）　■3万5千円　山本征正（41）　■3万円　高橋利男（36）　■2万6千円　三浦輝雄

（33）　■2万円　星野嘉彦（17）/藤枝康一（34）/小川和夫（34）　■1万9千円　鈴木秀明

（38）■1万5千円　平松敬司（31）/橋本博司（34）　■1万2千円　丹羽義就（25）/細谷洋太

（59）/西尾敬史（H16）　■1万1千1百円　金子隆一（52）　■1万1千円　新倉重行（20-5）　

■1万円　昼間守正（9）/佐川弘（16）/井上實（16）/内野哲（29）/高田鑛（29）/髙木光

（30）/土井智生（30）/西澤武久（32）/鐵宏之（34）/樋下田雄三（34）/野田幸男（41）/清水

正敏（41）/石井洋一（41）/斉藤尚義（50）　■9千円　宮原明治（26）/小林伸伍（H23）

■8千円　笹本繁宏（14）/藤村一夫（18）/原喜平（25）/斎藤公壽（25）/吉川道也（25）/

濱田晃（26）/長尾忠一（29）/長田藤治（30）/井上岩男（31）/島田誠（31）/関谷栄一（32）/

石毛勇司（33）/大崎嘉彦（34）/島本宏志（34）/矢島良治朗（35）/植松喜代光（36）/星野

勝司（36）/斉藤祐治（36）/福沢利三郎（36）/石原康雄（37）/綱頭倭夫（41）/市川秀雄

（42）/内藤政則（57）/菊地秀明（62）/山口吉行（H25）　■6千円　野生司敬雄（18）/大竹

正雄（20-4）/中島秀治（41）　■5千円　野田隆造（38）/松田芳弘（39）/佐久間慶一（44）

■4千円　松本庄三（8）/大眉和士（15）/岡村邦輔（16）/百瀬芳男（17）/黒澤金生（19）/

林正武（19）/佐藤精知夫（19）/田村寿雄（20-5）/清原昭二郎（20-5）/坂本百大（20-5）/

前田立雄（20-5）/田中幸雄（22）/遠藤豊（22）/後藤仁（23）/小田誠夫（23）/梅本重臣

（25）/佐藤庄三（25）/根岸茂（26）/木村文彦（27）/川口彰五郎（28）/木下一郎（29）/佐藤

公一（29）/富永純（29）/鵜飼敬（30）/永井俊雄（30）/宮山博（30）/岡田誠一（31）/村尾懿

（31）/大竹寿男（33）/野村直人（33）/小澤孝好（34）/小林幸雄（34）/大内照夫（34）/澁谷

章（34）/野島巧（35）/北郷秀文（35）/風間克美（37）/安田昭（37）/大森健次（40）/古賀正

二郎（41）/帯刀和夫（41）/有田英一（43）/木崎喜一（43）/藤田利光（48）/野田敬理（50）/

大塚貞幸（62）/廣江律夫（H14）/鈴木久貴（H16）/田野倉治（H18）/篠崎文紀（H22）/小島

崚（H23）/大塚貴登（H24）/中田昌徳（H25）/中﨑一寿（H25）/塙拓巳（H25）

■3千円　鷲野公夫（38）　■1千円　赤塚恵（16）/大庭克世（18）/松苗喜一郎（25）/山本

邦夫（25）/内田勅顕（37）/梅本富士夫（37）/早舩健太郎（H12）

（2014/4/1ー2015/3/31　単位：円）●梅窓会　平成26年度決算書（案）

収入

　　正会員年会費 1,000,000 720,000 1,040,000

　　正会員終身会費 600,000 556,000 640,000

　　寄付金 1,000,000 1,423,000 1,079,100

　正会員収入計 2,600,000 2,699,000 2,759,100

　準会員費 2,000,000 1,995,900 2,341,500

　雑収入 121,000 25,632 1,472

収入合計 4,721,000 4,720,532 5,102,072

支出

　　　委員会運営費 410,000 372,680 243,360

　　　通信費 210,000 162,938 180,670

　　　旅費交通費 30,000 3,584 0

　　　事務費・消耗品費 360,000 369,024 342,476

　　　会議費 50,000 17,000 0

　　　雑費 100,000 103,846 87,230

　　　口座徴収料金 45,000 35,300 43,240

　　　慶弔費 30,000 26,200 0

　　　人件費 300,000 291,200 265,120

　　　水道光熱費 100,000 100,000 100,000

　一般管理費　　計 （1,635,000） （1,481,772） （1,262,096）

　　　備品費 100,000 52,544 138,499

　　　卒業記念品費 420,000 491,847 387,805

　　　会報費 970,000 913,534 890,843

　　　学園行事協力費 180,000 161,697 60,000

　　　学園行事支援費 150,000 30,000 150,000

　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000 600,000

　　　予備費 250,000 202,232 85,105

　業務運営費　　計 （3,070,000） （2,851,854） （2,312,252）

支出合計 4,705,000 4,333,626 3,574,348

収支差額 16,000 386,906 1,527,724

次期繰越金 10,159,696 10,530,602 10,143,696

実　　績予　　算 前年度実績

寄付額合計　1,423,000 円

会費収入は梅窓会運営の基盤です。ご協力よろしくお願いいたします。

年会費   4,000円　毎年1回/同封の郵便振替用紙で納入してください。

終身会費 40,000円　最初の1回のみ同封の郵便振替用紙で納入してください。

130周年記念同窓会の準備と並行して、梅窓会では学園施設の整備および在校生の部活動の支援を

目的に「日本学園創立130周年記念募金」を5月に創設し募金活動をスタートいたしました。

募金用の郵便為替を同封いたしましたので皆さまのご協力とご支援をよろしくお願いいたします。

会費納入はカンタンです

ＯＢ情報大募集中！

「日本学園創立130周年記念募金」ご協力のお願い

＊年会費を納めておられる方で、終身会費に変更される方は、新たに4万円の納入をお願いします。
＊郵便局備え付けの振込用紙で振り込まれる方は、下記口座までお願いいたします。

＊終身会費を納入されている方は郵便振替用紙の氏名の後の会員番号の後ろに「♯」を付してあります。

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

（但し、振込手数料は振込人払いとなります）

哀悼（敬称略　順不同） 卒年／氏名／逝去年月日

Ｓ13 清水　啓治 H26. 5.17
Ｓ13 芝村　靖夫 H26. 6
Ｓ18 長谷川　清 H26. 7. 4
Ｓ18 小杉　秀雄 H26. 7. 8
Ｓ19 桔梗　有吉 H26. 2
Ｓ19 宮野　清明 H26.10.30
Ｓ20-4 大竹　正雄 H27. 2.18
Ｓ29 羽山　忠雄 H26. 4.26
Ｓ29 竹柴　俊雄 H27. 2. 2

Ｓ31 工藤　克之 S
Ｓ31 篠原　道直 H19. 9.13
Ｓ31 三浦　勇一 H27. 1. 5
Ｓ31 波多野芳也 H27. 2.22
Ｓ31 細木　重正 H27. 3.27
Ｓ32 榎本　龍幸　　H26.12.11
Ｓ33 服部　幸隆 H23
Ｓ34 白川部篤彦 H26.11.26
Ｓ35 粟野　　彰 H26. 2. 5

2015年春　生徒募集！

 11月 19日（水）★・24日（月）□ 29日（土）△＊

 12月 3日（水）◇・19日（金）◇ 6日（土）△・13日（土）◇＊

 1月 12日（月）※・23日（金）☆ 10日（土）△
※入試体験　小6対象（要予約8:30）
＊特別進学コース説明会を併設いたします。
□入試につながる理科実験・社会時事問題教室
　小６対象（要予約10：00～11：30）

中学校 高等学校

学校案内・募集要項は郵送いたしますので、直接学校へお問合せ下さい。
日本学園中学校・高等学校 TEL03-3322-6331 http://www.nihongakuen.ed.jp

●高校3コース

2015年度　学校説明会　日程 ●中高一貫コース

◆特別進学コース
◆総合進学コース
◆スポーツコース

◆SS特進

◇10：00～11：30
△14：00～15：30

時間
☆18：00～19：00
★19：00～20：00

OBへの梅窓会報送付制限について
梅窓会報は①「終身会費を納入いただいている方」②「年会費を直近3年以内に納入いただいている
方」③「卒業後3年以内の方」へ郵送しています。3年以上、年会費未納の場合は、会報の郵送を停止
いたしますので、ご了承ください。その後、年会費を納入いただいた方へは郵送を再開いたします。

梅窓会ブログを見よう！
カンタンにご覧になれます！

梅窓会と日本学園の最新情報をお届けしているOBのポータルサイト
「梅窓会ブログ」。まだご覧になっていない、という方は今すぐアクセス！

「梅窓会ブログ」に皆様の近況や同窓会・同期会、同窓生同士の旅行記事等を掲載いたしま
す。ご希望の方は毎月第2土曜日（8月除く）午後2時～4時に梅窓会事務局までお電話をお願
いします。またパソコン＆電子メールを活用されている方は、「梅窓会ブログ」内メールで直接記事
を投稿することも可能です。あなたの情報をお待ちしています。 梅窓会 広報部会

検索画面に「梅窓会ブログ」と打ち込み、
クリックするだけでご覧になれます。

検索梅窓会ブログ

検索梅窓会ブログ

OB情報大募集！

検索画面に「梅窓会ブログ」と打ち込み、クリックするだけでご覧になれます。

一口5,000円
口数の制限なし

S20・4 足立光章 H24
S25 秋元孝禧 H24・3・17
S26J 竹内孝一 H24・7・3
S28 青柳信夫 H24・11・14
S28 奥井基継 H25・4・7
S29 町田育也 H25・1・22
S31 鈴木清生 H25・1・3
S33 小原通弘 H24・10
S35 大倉治 H23・12・9

T15 池田英雄 H25・3・11
S12 萩原宇宙男 H24・10・8
S14 松江保 H24・9・26
S14 吉田敦 H24・11・29
S18 工藤輝一 H24・6・18
S18 小林尚夫 H25・1・10
S18 津田(高山)知常 H24・7・7
S19 伊藤晋 H24・9・6
S19 鈴木敏男 H24・5・15
S20・5 小森茂 H24・4

Baisou information.

会費大ピンチ！
スグ納入を！
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