
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

より充実した誌面と運営費増収を目的に、しばらく休んでおりました広
告を再開いたします。
広告内容は企業広告、個人名刺広告、同期会開催通知、同窓生へのメッ
セージなど、会報にふさわしい内容を希望いたします。卒業生ならびに
学園関係者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ご希望の方
は下記までお問合せ下さい。

会費納入はカンタンです

ＯＢ情報大募集中！

＊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。
　（但し、振込手数料は振込人払いとなります）
＊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

哀  悼

S  9 納　　純也 H29.  3.19
S14 萩原　智克 H29.  4.
S15 小山　　潔 H29.  5.11
S25 田川　英夫 H28.11.  2
S29 吉野　孝徳 H27.  4.
S31 浅古　惣悟 H25.

S31 北口　吟一 H29.  1.
S31 木下　　宏 H29.  9.27
S31 永里　照夫 H29.  5.  1
S34 新原　健三 H29.  4.  5
S38 斉藤　　敬 H29.10.  5

検索日本学園梅窓会 検索画面に「日本学園梅窓会」と打ち込み、クリックするだけでご覧になれます。

（2017/4/1ー2018/3/31　単位：円）

収入

　　　　正会員（終身） 560,000 800,000

　　　　正会員（年） 436,000 600,000

　　　　賛助会費 763,000 1,000,000

　　正会員収入　計 1,759,000 2,400,000

　　準会費収入 1,848,900 2,120,400

　　雑収入収入 50,126 50,500

　　収入合計 3,658,026 4,570,900

支出

　一般管理費

　　　　委員会運営費 380,850 400,000

　　　　通信費 155,509 186,000

　　　　旅費交通費 5,780 20,000

　　　　事務・消耗品費 214,432 200,000

　　　　会議費 36,000 20,000

　　　　雑費 102,297 150,000

　　　　口座徴収費 26,770 35,000

　　　　慶弔費 0 30,000

　　　　人件費 291,900 300,000

　　　　水道光熱費 100,000 100,000

　一般管理費計 1,313,538 1,441,000

　業務運営費

　　　　備品費 40,181 100,000

　　　　卒業記念品費 313,200 468,000

　　　　会報費 1,140,852 1,200,000

　　　　学園行事協力費 15,000 15,000

　　　　学園行事支援費 30,000 190,000

　　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000

　　　　予備費 115,104 100,000

　業務運営費計 2,654,337 3,073,000

支出合計 3,967,875 4,514,000

収支差額 -309,849 56,900

次期繰越金 9,090,905 9,147,805

予　　算前年度実績

本年度の梅窓会総会は君塚晴信副会長（Ｓ37年卒）の司会進行で

始まり、まず髙木光梅窓会会長（Ｓ30年卒）が日頃の梅窓会の運営

にご協力いただいていることへの御礼の挨拶をされました。引き続

き来賓の堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）より学園は本年 4月から第

１7代目水野重均新校長（S48年卒）・恩田教頭の新体制でスター

トしましたとの挨拶がありました。

水野重均校長より基本理念として生徒に対して「体と心の汗をかく」

「しっかり学ぶ」「徳を養う」の教育方針を述べ、今後の学校運営に梅

窓会OB諸兄のご支援をお願いいたしますとの挨拶がありました。

会議では関口直秀氏（Ｓ45年卒）が議長に選出され6月の常任委員

会で検討された前年度の事業報告及び平成29年度の事業計画・

予算案を審議いただき満場一致で承認されました。

最後に浦山景次副会長（Ｓ33年卒）の閉会の辞で終了しました。総

会終了後は卒業年代、世代を超えたOB達の交流の場として「懇親

会」が同会場にて行われ「平成29年度 梅窓会 総会」は16時過ぎに

終了いたしました。

９月30日（土）特7教室にて約30名参加のもと開催されました。君

塚晴信副会長（Ｓ37年卒）司会進行で開始し髙木梅窓会会長（Ｓ

30年卒）の挨拶後、来賓の堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）から学園の

近況報告があり、本年4月に校長に就任されました水野重均校長

先生（Ｓ48年卒）から生徒達に学ぶことの重要性を教育してゆくな

どの挨拶がありました。

会議では内藤雅司氏（Ｓ41年卒）が議長に選出され議事進行に移

り、議事は春の常任委員会で採択、承認されましたので今回は君

塚副会長より梅窓会運営委員会の活動状況が報告され、質疑応答

後、浦山景次副会長（Ｓ33年卒）の閉会の辞で終了しました。

平成29年度 梅窓会予算

7月25日（火）９時から早稲田実業との準々決勝戦が神宮球場でおこなわれました。熱中症になりそうな強烈な太陽の下、清宮
選手の早稲田実業ということで会場は1万人を超える観客が観戦に訪れています。今回も野球部父母の方々が冷たいお茶を
我々OB達に配ってくれました。｠
清宮選手を擁する早稲田実業に対し日本学園は全員野球で、まったくひるむことなく戦いました。エースの小橋川君は清宮選
手を一塁ゴロに打ち取るなど素晴らしいピッチングで踏ん張りました。（当然ホームランなど打たせていません）。
試合は日本学園の3回表から動きました。キャッチャ高木君がうまく左前安打で、まず出塁。続くピッチャーの小橋川君が犠牲
フライで１アウト、高木君は二塁へ。そして3塁手五十嵐君の一ゴロで２アウトとなり、高木君は三塁へ進みます。最後はファー
スト宮川君の左前安打タイムリーで日本学園が1点を返し１：２とした。5回、6回、7回、8回にもフォアボールやヒットで出塁す
るも後続が続かず得点チャンスを逃してしまう。日本学園打線は早稲田のピッチャー雪山君を9回までどうしても打ち崩せま
せん。逆に早稲田実業の打者は日本学園と比べ体格が一回り大きい選手が多く、圧倒的に打力にパワーとスピードを備えた爆
発力がありました。日本学園が今回まで勝ってきた試合では楽に捕球でき、アウトにできたゴロが取り切れません。残念ながら
１：５で敗れました。なおヒットの数は日学６に対し、早稲田７と遜色有りません。コールドゲームにならず9回までしっかり戦
い、点差ほどの実力差はなかったと感じた方は多かったのではないでしょうか。結果は残念でしたが大きく成長した日本学園
の戦いぶりに皆で感動しながら帰路につきました。
大きな収穫もありました。7回裏から小橋川君に代わって2年生の左腕・中島君がマウンドへ、1点は取られましたが小柄ながら
堂々としたピッチングで巨体の早稲田の打者から三振を奪うとスタンドから大きな歓声が響き渡ります。まだまだ「伸びしろ」
があり、これからの試合で勝利に大きく貢献できるピッチャーに育っていくと思います。

レポート
活　動
クラブ

日本学園硬式野球部は
早稲田実業との準々決勝戦で堂々と全力で戦いました。

1 万人をこえる観客が観戦

学校説明会 日程
中学校

12月 1日（金）　10:00～
  1月17日（水）　18:30～
  1月26日（金）　18:30～

学校案内・募集要項は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

2018年度 生徒募集 !!

広告募集のお知らせ

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。

高等学校

12月 2日（土） 14:00～
12月  9日（土） 14:00～
 1月10日（水） 18:30～

●サイズ（約）：９cm×５cm ●料金10,000円
●配布部数：約3,100部 ●レイアウトはこちらにお任せください
●お問合せ先　電話／ＦＡＸ：03－3322－7878（梅窓会事務所）

6月24日土「平成29年度梅窓会総会」を開催

秋の常任幹事会開催される 

岡本　洋三先生…

H28.7.3逝去されました。藤森先生は体育、社会の教諭をされました。

H27.3.19逝去されました。岡本先生は昭和30年代に理科教諭
をされ、その後、鹿児島大学の教授をされました。

藤森喜代一先生…

（敬称略 順不同）
卒年/氏名/逝去年月日

日本学園ＯＢ
平成29年・春の叙勲 瑞宝中綬賞   池田 尚治氏（昭和30年卒）   横浜国立大学工学部名誉教授

住所変更の方、叙勲された方などはご連絡を!!

卒業生の集まりであります梅窓会では会費を納付頂いている方々
に、毎年“会報”を２回と“Baisoukai Today”を１回お届しております
が、引っ越しなどで住所が変更になられた方のこれらの郵便物の
返送が増えています。郵便局では引っ越しされた方は一年間、住
居表示変更の場合は五年間は転送されますが、以後は配達されず
返送されてきます。同封されています葉書で会へご連絡頂くか、
必ずFAXなどでご連絡下さい。

毎年、春と秋の叙勲された方や、原稿募集も行っておりますので、会へ
連絡をお願い致します。

試合前に応援団に挨拶する日学の選手

入場券の販売を行う梅窓会有志

恩師

Baisou information.
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日学祭2017
今年は、「昭和の音楽談話室」の出展だけに絞って参加しましたが、来場者は2日間で30名弱でしょうか？　在校生でオーディオ

に関心のある生徒さんが来場したので、スピーカーケーブルを市販の150円/ｍとフィデリティゲート（弊社製品）を交換して再生

音を比較したところ、あまりの違いに驚き、翌日は、母親を連れてきて、一緒にドヴォルザークの交響曲第9番 ホ短調 作品95『 新

世界より』を熱心に試聴されていきました。｠

2日目は、松原小学校の校長先生もお見えになりました。音楽が専攻だったそうで、音を聴きながら「ずいぶんと、立体的に聴こ

えるものですね。あの小さなスピーカーが鳴っているのですか？」と言いながら自分の立ち位置を左右前後に移動しながら音を

確認されていました。

50年ぶりに学園を訪れたという、電気技術研究部のOBも見えられ名刺交換しました。この方は、東京電機大学に進み音響測定

関係の仕事にも携わっていたそうで、ケーブルで音が違うことを理解されていました。

梅窓会の「昭和の音楽談話室」は今年で4回目ですが、2回目、3回目と毎年来てくださる方もいて音楽を楽しんでいかれました。｠

S45年卒  関口直秀

斎藤 博
明治19年に生まれ、同36年、旧制日本中學主席卒業。その

後、東京帝国大学法科卒業し、領事官試験にトップ成績で外

務省入省。省内でも卓越した語学才能を持ち、将来を嘱望さ

れた。大正時代には日本中學の先輩となる吉田茂とコンビを

組み、パリ講和会議、ワシントン会議、ロンドン海軍軍縮会議

の全権団に加わり、豊かな国際経験を積む。昭和9年、険悪化

した米国との関係を立て直すため、駐米特命全権大使に抜

擢され、米政府や財界との折衝、日本文化を紹介する書物や

映画を制作するなど寸暇を惜しまず尽力。昭和12年、日本軍

機が米国艦船を撃沈したパネイ号事件では、本国の訓令を待

たず、自らの責任において全米放送枠を買い取り、堪能な英

梅窓会の日学祭出展 昭和の音楽談話室

日学祭2017
今回も運営委員が資料室の企画展をサポート

しました。こちらにはOBの他、地域の皆さま、

歴史大好きの受験生や保護者、外務省史料館

の方もお見えになり、母校の歴史と偉大な先人

を紹介できました。今回の資料収集でご協力い

ただいた外務省外交資料館の白石仁章様にも

ご来場いただきました。ー来場者約200名

日学祭 資料室企画展　斎藤博展 132年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園は多彩な人材を輩出。
同期会や同窓会も盛んで、いろいろな分野の集いが多々あります。ＯＢ情報

短信

7月12日、日本学園中学校昭和27年卒業A組クラス会、「傘寿
を祝う会」がJR線 田町駅そばの「牡丹」にて15名の方が参加
され開催されました。当時の担任は藤森喜代一先生で体育
と理科を教わりました。旧交を温め昔話で盛り上がるなか
終了しました。

｠中学 S27年卒　中川忠政（土井智生幹事代理）

中学S27年卒 A組クラス会
「傘寿の祝い」

台風が近づく9月16日、新宿三丁目交差点ちかくの「クルー
ズ・クルーズ」で久しぶりの37有志の会が開催されました。
集まったのは10名。元気な高齢者ばかりだか、やはり話題は
これからの健康について。様々な活動で今回都合つかな
かったのが8名、次回はぜひお会いしましょう。

S37年卒　風間克美

S37年卒 有志の会開催

10月26日(木) 昭和31年卒の同期会を前回喜寿(77才)以来
3年ぶり、80才をむかえ傘寿の会を東京銀座ライオンビル5
階「音楽ビアプラザライオン」で開催。
62年前の昭和31年卒業生は223名でしたが名簿整理をした
結果、住所判明者100名弱(案内状を送付した方)、住所不明
者約70名、亡くなられた方50名強で、今回参加された方は
33名でした。
久しぶりの旧友たちとビール・ワイン・お酒を飲み交わし、
おいしい料理に舌鼓を打ち、次回は米寿(88才)での再会? 
で散会となりました。尚、髙木梅窓会会長(昭和30年卒)にも
ご参加いただきました。

S31年卒　河井春生

S31年卒 傘寿 同期会開催

7月29日（土）、新宿西口「北の海道」（高級居酒屋？）にて卒後
51年を経て、今年2回目の「クラス会・暑気払い」を11名の出席
を得て、開催しました。
前回（初回2/26）は渋谷にて10名の参加でしたが、今回は前回
の“楽しさ・懐かしさ”があったのか、各人それぞれ前回未出席
者に声を掛けて貰い、結果的に＋1名でしたが…（次回見込み＋
４～５名）高校時代の事・その後の事・生き様等々を楽しく語ら
い、また、学園の現況も報告し、和気あいあいの2時間強程の
中、終了しました。（今年中にもう1回予定）解散後、出席者の7
割程が楽しさの余韻で、近所の「カラオケ店」に行き、更に旧交
を温めていました。

S41年卒　阪上正

S41年卒 旧 G･H･I 組（高1･2迄）
「クラス会」開催

卒業アルバムの展示

お
任
せ
く
だ
さ
い
。

〒201-0012 
東京都狛江市中和泉3丁目2番15号
電 話：03（3489）0165 
ＦＡＸ：03（3489）0104代表取締役社長 白井 真一

造 

園
植 

木
の

レ
ン
タ
ル
な
ら

装飾事業部・造園部・造園土木事業・
貸植木事業部・企画設計室を有する
造園のプロ集団

株式会社
法定後見／虐待防止
悪質商法・手渡し特殊詐欺被害防止／任意後見

東京都及び
近県の方、相談に
応じます

一般社団法人社労士成年後見センター埼玉
〒351-0011  埼玉県朝霧市本町3-3-64

たしろ社労士事務所（昭和31年卒 田代嘉男）
電話：048-466-2571　FAX：048-475-9372　携帯：080-3515-5900

もっと活用しよう!
備えあれば憂いなし、老い支度の保険

語と真摯な言葉で謝罪し平和を訴え、米国民の怒りを鎮め

た。昭和13年、近衛文麿首相より外務大臣就任の要請を受け

るも激務による体調悪化により辞退。翌年2月療養先のワシ

ントンのホテルで肺結核により他界。ルーズベルト大統領と米

国政府は彼の死を哀惜し、最新鋭の巡洋艦アストリア号にて

遺骨を護送させて最高の敬意を表した。棺は大統領から贈ら

れた花と日章旗、星条旗によって包まれていた。母校日本中學

からは猪狩校長と教員および第5学年代表が横浜港に到着

したアストリア号を出迎え、翌日営まれた外務省葬には全生

徒が参列した。日米開戦のわずか2年半前のことであった。

　日本学園資料室委員会

会場入口

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報
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日学祭2017
今年は、「昭和の音楽談話室」の出展だけに絞って参加しましたが、来場者は2日間で30名弱でしょうか？　在校生でオーディオ

に関心のある生徒さんが来場したので、スピーカーケーブルを市販の150円/ｍとフィデリティゲート（弊社製品）を交換して再生

音を比較したところ、あまりの違いに驚き、翌日は、母親を連れてきて、一緒にドヴォルザークの交響曲第9番 ホ短調 作品95『 新

世界より』を熱心に試聴されていきました。｠

2日目は、松原小学校の校長先生もお見えになりました。音楽が専攻だったそうで、音を聴きながら「ずいぶんと、立体的に聴こ

えるものですね。あの小さなスピーカーが鳴っているのですか？」と言いながら自分の立ち位置を左右前後に移動しながら音を

確認されていました。

50年ぶりに学園を訪れたという、電気技術研究部のOBも見えられ名刺交換しました。この方は、東京電機大学に進み音響測定

関係の仕事にも携わっていたそうで、ケーブルで音が違うことを理解されていました。

梅窓会の「昭和の音楽談話室」は今年で4回目ですが、2回目、3回目と毎年来てくださる方もいて音楽を楽しんでいかれました。｠

S45年卒  関口直秀

斎藤 博
明治19年に生まれ、同36年、旧制日本中學主席卒業。その

後、東京帝国大学法科卒業し、領事官試験にトップ成績で外

務省入省。省内でも卓越した語学才能を持ち、将来を嘱望さ

れた。大正時代には日本中學の先輩となる吉田茂とコンビを

組み、パリ講和会議、ワシントン会議、ロンドン海軍軍縮会議

の全権団に加わり、豊かな国際経験を積む。昭和9年、険悪化

した米国との関係を立て直すため、駐米特命全権大使に抜

擢され、米政府や財界との折衝、日本文化を紹介する書物や

映画を制作するなど寸暇を惜しまず尽力。昭和12年、日本軍

機が米国艦船を撃沈したパネイ号事件では、本国の訓令を待

たず、自らの責任において全米放送枠を買い取り、堪能な英

梅窓会の日学祭出展 昭和の音楽談話室

日学祭2017
今回も運営委員が資料室の企画展をサポート

しました。こちらにはOBの他、地域の皆さま、

歴史大好きの受験生や保護者、外務省史料館

の方もお見えになり、母校の歴史と偉大な先人

を紹介できました。今回の資料収集でご協力い

ただいた外務省外交資料館の白石仁章様にも

ご来場いただきました。ー来場者約200名

日学祭 資料室企画展　斎藤博展 132年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園は多彩な人材を輩出。
同期会や同窓会も盛んで、いろいろな分野の集いが多々あります。ＯＢ情報

短信

7月12日、日本学園中学校昭和27年卒業A組クラス会、「傘寿
を祝う会」がJR線 田町駅そばの「牡丹」にて15名の方が参加
され開催されました。当時の担任は藤森喜代一先生で体育
と理科を教わりました。旧交を温め昔話で盛り上がるなか
終了しました。

｠中学 S27年卒　中川忠政（土井智生幹事代理）

中学S27年卒 A組クラス会
「傘寿の祝い」

台風が近づく9月16日、新宿三丁目交差点ちかくの「クルー
ズ・クルーズ」で久しぶりの37有志の会が開催されました。
集まったのは10名。元気な高齢者ばかりだか、やはり話題は
これからの健康について。様々な活動で今回都合つかな
かったのが8名、次回はぜひお会いしましょう。

S37年卒　風間克美

S37年卒 有志の会開催

10月26日(木) 昭和31年卒の同期会を前回喜寿(77才)以来
3年ぶり、80才をむかえ傘寿の会を東京銀座ライオンビル5
階「音楽ビアプラザライオン」で開催。
62年前の昭和31年卒業生は223名でしたが名簿整理をした
結果、住所判明者100名弱(案内状を送付した方)、住所不明
者約70名、亡くなられた方50名強で、今回参加された方は
33名でした。
久しぶりの旧友たちとビール・ワイン・お酒を飲み交わし、
おいしい料理に舌鼓を打ち、次回は米寿(88才)での再会? 
で散会となりました。尚、髙木梅窓会会長(昭和30年卒)にも
ご参加いただきました。

S31年卒　河井春生

S31年卒 傘寿 同期会開催

7月29日（土）、新宿西口「北の海道」（高級居酒屋？）にて卒後
51年を経て、今年2回目の「クラス会・暑気払い」を11名の出席
を得て、開催しました。
前回（初回2/26）は渋谷にて10名の参加でしたが、今回は前回
の“楽しさ・懐かしさ”があったのか、各人それぞれ前回未出席
者に声を掛けて貰い、結果的に＋1名でしたが…（次回見込み＋
４～５名）高校時代の事・その後の事・生き様等々を楽しく語ら
い、また、学園の現況も報告し、和気あいあいの2時間強程の
中、終了しました。（今年中にもう1回予定）解散後、出席者の7
割程が楽しさの余韻で、近所の「カラオケ店」に行き、更に旧交
を温めていました。

S41年卒　阪上正

S41年卒 旧 G･H･I 組（高1･2迄）
「クラス会」開催

卒業アルバムの展示

お
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〒201-0012 
東京都狛江市中和泉3丁目2番15号
電 話：03（3489）0165 
ＦＡＸ：03（3489）0104代表取締役社長 白井 真一
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木
の

レ
ン
タ
ル
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ら

装飾事業部・造園部・造園土木事業・
貸植木事業部・企画設計室を有する
造園のプロ集団

株式会社
法定後見／虐待防止
悪質商法・手渡し特殊詐欺被害防止／任意後見

東京都及び
近県の方、相談に
応じます

一般社団法人社労士成年後見センター埼玉
〒351-0011  埼玉県朝霧市本町3-3-64

たしろ社労士事務所（昭和31年卒 田代嘉男）
電話：048-466-2571　FAX：048-475-9372　携帯：080-3515-5900

もっと活用しよう!
備えあれば憂いなし、老い支度の保険

語と真摯な言葉で謝罪し平和を訴え、米国民の怒りを鎮め

た。昭和13年、近衛文麿首相より外務大臣就任の要請を受け

るも激務による体調悪化により辞退。翌年2月療養先のワシ

ントンのホテルで肺結核により他界。ルーズベルト大統領と米

国政府は彼の死を哀惜し、最新鋭の巡洋艦アストリア号にて

遺骨を護送させて最高の敬意を表した。棺は大統領から贈ら

れた花と日章旗、星条旗によって包まれていた。母校日本中學

からは猪狩校長と教員および第5学年代表が横浜港に到着

したアストリア号を出迎え、翌日営まれた外務省葬には全生

徒が参列した。日米開戦のわずか2年半前のことであった。

　日本学園資料室委員会

会場入口
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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

より充実した誌面と運営費増収を目的に、しばらく休んでおりました広
告を再開いたします。
広告内容は企業広告、個人名刺広告、同期会開催通知、同窓生へのメッ
セージなど、会報にふさわしい内容を希望いたします。卒業生ならびに
学園関係者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ご希望の方
は下記までお問合せ下さい。

会費納入はカンタンです

ＯＢ情報大募集中！

＊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。
　（但し、振込手数料は振込人払いとなります）
＊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

哀  悼

S  9 納　　純也 H29.  3.19
S14 萩原　智克 H29.  4.
S15 小山　　潔 H29.  5.11
S25 田川　英夫 H28.11.  2
S29 吉野　孝徳 H27.  4.
S31 浅古　惣悟 H25.

S31 北口　吟一 H29.  1.
S31 木下　　宏 H29.  9.27
S31 永里　照夫 H29.  5.  1
S34 新原　健三 H29.  4.  5
S38 斉藤　　敬 H29.10.  5

検索日本学園梅窓会 検索画面に「日本学園梅窓会」と打ち込み、クリックするだけでご覧になれます。

（2017/4/1ー2018/3/31　単位：円）

収入

　　　　正会員（終身） 560,000 800,000

　　　　正会員（年） 436,000 600,000

　　　　賛助会費 763,000 1,000,000

　　正会員収入　計 1,759,000 2,400,000

　　準会費収入 1,848,900 2,120,400

　　雑収入収入 50,126 50,500

　　収入合計 3,658,026 4,570,900

支出

　一般管理費

　　　　委員会運営費 380,850 400,000

　　　　通信費 155,509 186,000

　　　　旅費交通費 5,780 20,000

　　　　事務・消耗品費 214,432 200,000

　　　　会議費 36,000 20,000

　　　　雑費 102,297 150,000

　　　　口座徴収費 26,770 35,000

　　　　慶弔費 0 30,000

　　　　人件費 291,900 300,000

　　　　水道光熱費 100,000 100,000

　一般管理費計 1,313,538 1,441,000

　業務運営費

　　　　備品費 40,181 100,000

　　　　卒業記念品費 313,200 468,000

　　　　会報費 1,140,852 1,200,000

　　　　学園行事協力費 15,000 15,000

　　　　学園行事支援費 30,000 190,000

　　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000

　　　　予備費 115,104 100,000

　業務運営費計 2,654,337 3,073,000

支出合計 3,967,875 4,514,000

収支差額 -309,849 56,900

次期繰越金 9,090,905 9,147,805

予　　算前年度実績

本年度の梅窓会総会は君塚晴信副会長（Ｓ37年卒）の司会進行で

始まり、まず髙木光梅窓会会長（Ｓ30年卒）が日頃の梅窓会の運営

にご協力いただいていることへの御礼の挨拶をされました。引き続

き来賓の堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）より学園は本年 4月から第

１7代目水野重均新校長（S48年卒）・恩田教頭の新体制でスター

トしましたとの挨拶がありました。

水野重均校長より基本理念として生徒に対して「体と心の汗をかく」

「しっかり学ぶ」「徳を養う」の教育方針を述べ、今後の学校運営に梅

窓会OB諸兄のご支援をお願いいたしますとの挨拶がありました。

会議では関口直秀氏（Ｓ45年卒）が議長に選出され6月の常任委員

会で検討された前年度の事業報告及び平成29年度の事業計画・

予算案を審議いただき満場一致で承認されました。

最後に浦山景次副会長（Ｓ33年卒）の閉会の辞で終了しました。総

会終了後は卒業年代、世代を超えたOB達の交流の場として「懇親

会」が同会場にて行われ「平成29年度 梅窓会 総会」は16時過ぎに

終了いたしました。

９月30日（土）特7教室にて約30名参加のもと開催されました。君

塚晴信副会長（Ｓ37年卒）司会進行で開始し髙木梅窓会会長（Ｓ

30年卒）の挨拶後、来賓の堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）から学園の

近況報告があり、本年4月に校長に就任されました水野重均校長

先生（Ｓ48年卒）から生徒達に学ぶことの重要性を教育してゆくな

どの挨拶がありました。

会議では内藤雅司氏（Ｓ41年卒）が議長に選出され議事進行に移

り、議事は春の常任委員会で採択、承認されましたので今回は君

塚副会長より梅窓会運営委員会の活動状況が報告され、質疑応答

後、浦山景次副会長（Ｓ33年卒）の閉会の辞で終了しました。

平成29年度 梅窓会予算

7月25日（火）９時から早稲田実業との準々決勝戦が神宮球場でおこなわれました。熱中症になりそうな強烈な太陽の下、清宮
選手の早稲田実業ということで会場は1万人を超える観客が観戦に訪れています。今回も野球部父母の方々が冷たいお茶を
我々OB達に配ってくれました。｠
清宮選手を擁する早稲田実業に対し日本学園は全員野球で、まったくひるむことなく戦いました。エースの小橋川君は清宮選
手を一塁ゴロに打ち取るなど素晴らしいピッチングで踏ん張りました。（当然ホームランなど打たせていません）。
試合は日本学園の3回表から動きました。キャッチャ高木君がうまく左前安打で、まず出塁。続くピッチャーの小橋川君が犠牲
フライで１アウト、高木君は二塁へ。そして3塁手五十嵐君の一ゴロで２アウトとなり、高木君は三塁へ進みます。最後はファー
スト宮川君の左前安打タイムリーで日本学園が1点を返し１：２とした。5回、6回、7回、8回にもフォアボールやヒットで出塁す
るも後続が続かず得点チャンスを逃してしまう。日本学園打線は早稲田のピッチャー雪山君を9回までどうしても打ち崩せま
せん。逆に早稲田実業の打者は日本学園と比べ体格が一回り大きい選手が多く、圧倒的に打力にパワーとスピードを備えた爆
発力がありました。日本学園が今回まで勝ってきた試合では楽に捕球でき、アウトにできたゴロが取り切れません。残念ながら
１：５で敗れました。なおヒットの数は日学６に対し、早稲田７と遜色有りません。コールドゲームにならず9回までしっかり戦
い、点差ほどの実力差はなかったと感じた方は多かったのではないでしょうか。結果は残念でしたが大きく成長した日本学園
の戦いぶりに皆で感動しながら帰路につきました。
大きな収穫もありました。7回裏から小橋川君に代わって2年生の左腕・中島君がマウンドへ、1点は取られましたが小柄ながら
堂々としたピッチングで巨体の早稲田の打者から三振を奪うとスタンドから大きな歓声が響き渡ります。まだまだ「伸びしろ」
があり、これからの試合で勝利に大きく貢献できるピッチャーに育っていくと思います。

レポート
活　動
クラブ

日本学園硬式野球部は
早稲田実業との準々決勝戦で堂々と全力で戦いました。

1 万人をこえる観客が観戦

学校説明会 日程
中学校

12月 1日（金）　10:00～
  1月17日（水）　18:30～
  1月26日（金）　18:30～

学校案内・募集要項は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

2018年度 生徒募集 !!

広告募集のお知らせ

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。

高等学校

12月 2日（土） 14:00～
12月  9日（土） 14:00～
 1月10日（水） 18:30～

●サイズ（約）：９cm×５cm ●料金10,000円
●配布部数：約3,100部 ●レイアウトはこちらにお任せください
●お問合せ先　電話／ＦＡＸ：03－3322－7878（梅窓会事務所）

6月24日土「平成29年度梅窓会総会」を開催

秋の常任幹事会開催される 

岡本　洋三先生…

H28.7.3逝去されました。藤森先生は体育、社会の教諭をされました。

H27.3.19逝去されました。岡本先生は昭和30年代に理科教諭
をされ、その後、鹿児島大学の教授をされました。

藤森喜代一先生…

（敬称略 順不同）
卒年/氏名/逝去年月日

日本学園ＯＢ
平成29年・春の叙勲 瑞宝中綬賞   池田 尚治氏（昭和30年卒）   横浜国立大学工学部名誉教授

住所変更の方、叙勲された方などはご連絡を!!

卒業生の集まりであります梅窓会では会費を納付頂いている方々
に、毎年“会報”を２回と“Baisoukai Today”を１回お届しております
が、引っ越しなどで住所が変更になられた方のこれらの郵便物の
返送が増えています。郵便局では引っ越しされた方は一年間、住
居表示変更の場合は五年間は転送されますが、以後は配達されず
返送されてきます。同封されています葉書で会へご連絡頂くか、
必ずFAXなどでご連絡下さい。

毎年、春と秋の叙勲された方や、原稿募集も行っておりますので、会へ
連絡をお願い致します。

試合前に応援団に挨拶する日学の選手

入場券の販売を行う梅窓会有志

恩師
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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

より充実した誌面と運営費増収を目的に、しばらく休んでおりました広
告を再開いたします。
広告内容は企業広告、個人名刺広告、同期会開催通知、同窓生へのメッ
セージなど、会報にふさわしい内容を希望いたします。卒業生ならびに
学園関係者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ご希望の方
は下記までお問合せ下さい。

会費納入はカンタンです

ＯＢ情報大募集中！

＊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。
　（但し、振込手数料は振込人払いとなります）
＊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

哀  悼

S  9 納　　純也 H29.  3.19
S14 萩原　智克 H29.  4.
S15 小山　　潔 H29.  5.11
S25 田川　英夫 H28.11.  2
S29 吉野　孝徳 H27.  4.
S31 浅古　惣悟 H25.
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S31 永里　照夫 H29.  5.  1
S34 新原　健三 H29.  4.  5
S38 斉藤　　敬 H29.10.  5

検索日本学園梅窓会 検索画面に「日本学園梅窓会」と打ち込み、クリックするだけでご覧になれます。

（2017/4/1ー2018/3/31　単位：円）
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トしましたとの挨拶がありました。
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返送されてきます。同封されています葉書で会へご連絡頂くか、
必ずFAXなどでご連絡下さい。

毎年、春と秋の叙勲された方や、原稿募集も行っておりますので、会へ
連絡をお願い致します。

試合前に応援団に挨拶する日学の選手

入場券の販売を行う梅窓会有志

恩師
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