
会費納入はカンタンです

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

　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月を除く）午後に梅窓会事務室までご
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アドレスまで直接原稿を投稿する
ことも出来ます。皆様の情報をお待ちしております。

ＯＢ情報大募集中！

検索梅窓会ブログ
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。

卒年／氏名／逝去年月日

梅窓会会員の方がご逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。

S15 粕谷　俊作 H30.3
S17 櫻井　利榮 H31.2.7
S26 生井　史男 H31.2.11
S30 春日　幸雄 H31.1.16

S31 牧野　純一 H29.9.30
S31 渡部　幸雄 H28.10.20
S42 鴨志田　恒 

総会の様子

　令和元年梅窓会総会が朝から雨の降りしき
るなか令和元年６月15日（土）午後２時より
40 数名出席のもと本校会議室にて開催され
ました。
　稻垣一郎氏（S38 年卒）の司会進行で始
まり、小川和夫梅窓会会長（S34 年卒）挨拶、
堀内優憲学園理事長（S29 年卒）挨拶があり、
続き会議に入り阪上 正氏（S41 年卒）が議
長に選出され議事に入った。
　議事の第１号議案、平成 30 年度事業報告、
決算報告、監査報告が各担当者から報告が
あり、第２号議案、令和元年事業計画案、予算案も各担当者から説明があり第３号議案梅窓会規約改正については中島
秀治副会長（S41 年卒）より説明がありました。それぞれの議案は賛成多数で承認されました。そして最後に浦山景次副
会長（S33 年卒）の閉会の辞で会議は終了しました。

　広報部　川本 雅之（S38 年卒）

　令和元年日本学園高校スポーツも３年生が引退して、１、
２年生が中心となる新人戦が10月、11月に始まります。 顕
著な成績を上げた３年生部員が多い部は大変厳しい状況に
置かれます。各学校も文武両道に力を入れており、そう簡
単には勝たせてくれません。本学園も厳しい状況の中、熱
心な先生・まじめで努力家の生徒、 わけても父母の方々の
応援は感動もので頑張っています。十分とは言えませんが
格段にレベルアップして学園の活力源になっていると思い
ます。
　令和元年の特筆すべきことは中学生の活躍です。中学部
復活から紆余曲折がありましたが、中学は存在感を高めて
います。 創部３年目のバスケ部はキャプテン、副キャプテン
を筆頭に部員の結束力も強く、文においても頑張っており
外部においても徐々に文武の評価が高まっています。柔道
部も頑張っています。新人戦都大会ではブロック戦を勝ち
上がり２年生３人が個人戦出場決定、また団体戦にもブ
ロック戦優勝で出場できました。特に全国大会の 準々決勝

令和元年６月15日　梅窓会総会が開催されました。

日本学園スポーツウオッチ

令和元年度　梅窓会予算
（2019/4/1～2020/3/31　単位：円）

収入

　　　正会員（終身）収入 880,000 880,000

　　　正会員（年）収入 352,000 320,000

　　　賛助会費（余剰会費分） 786,300 800,000

　　正会員収入計 2,018,300 2,000,000

　　準会員収入 2,213,700 2,109,600

　　雑収入 20,079 50,100

　　収入合計 4,252,079 4,159,700

　支出

　　一般管理費

　　　委員会運営費 369,910 1,400,000

　　　通信費 183,949 136,000

　　　旅費交通費 0 20,000

　　　事務費・消耗品費 241,321 241,400

　　　会議費 19,000 60,000

　　　雑費 216,976 163,300

　　　口座徴収料金 22,072 35,000

　　　慶弔費 10,000 30,000

　　　人件費 291,900 300,000

　　　水道光熱費 100,000 100,000

　　一般管理費計 1,455,128 2,485,700

　　業務運営費計

　　　備品費 23,000 80,000

　　　卒業記念品費 596,230 417,500

　　　会報費 910,346 1,240,000

　　　学園行事協力費 5,000 90,000

　　　学園行事支援金 240,000 190,000

　　　補助寄付金費（奨学金） 500,000 1,000,000

　　　予備費 71,740 40,000

　　業務運営費計 2,346,316 3,057,500

　支出合計 3,801,444 5,543,200

　収支差額 450,635 -1,383,500

　次期繰越金 9,722,993 8,339,493

予　　算前年度実績

総会報告

哀悼（敬称略　順不同）

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。

＊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）
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。
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東京都狛江市中和泉3丁目2番15号
電 話：03（3489）0165 
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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

まで進んだ２年生の佐藤君に期待ができます。小柄な半田
君にも頑張ってほしいです。中学生の諸君には日本学園高
校に進んで６年間十分に力を発揮して 東京の次のパリ・オ
リンピックを目指してほしいです。
　オリンピックといえば 10 月６日お台場公園周辺で開催さ
れたトライアスロンの全日本選手権に高校３年生で参加資
格をえた 福島旺くんがチャレンジしました。豊富な経験が
要求される競技なので結果は 58 名の参加者中 36 位でし
たが次期オリンピック出場を期待しています。 高校バスケ、
バレーも期待できます。10 月 20 日、市営立川球場で篠崎
高校と対戦し、11 対０で５回コールド勝ちしました。柔道、
サッカーも頑張っています。 令和２年の学園スポーツは文と
共に確実に基礎固めができると思います。生徒たちの態度、
顔つきを見ればわかります。日本学園は一歩一歩前進して
います。皆さん応援をお待ちしております。

副会長　浦山 景次（S33 年卒）

　より充実した紙面と運営費増加を目的に、しばらく休んでおりまし

た広告を再開いたしました。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。ご希望の方は下記までお問い合わせください。

広告募集のお知らせ

●サイズ（約）：9cm×5cm

●料金：10,000円

●配布部数：約2,500部

●レイアウトは編集部にお任せください。

●お問い合わせ先　電話/FAX：03-3322-7878（梅窓会事務所）
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　令和元年９月 28 日（土）特 7 教室にて梅窓会後期（秋季）
常任幹事会が開催されました。浦山景次副会長（S33 年卒）
の司会進行で始まり小川和夫梅窓会会長（S34 年卒）堀内優
憲学園理事長（S29 年卒）挨拶、水野重均学校長（S48 年卒）
挨拶あり引き続き議案審議に入るところだが前期（春期）に
採択されたので後期は特になく本年度の活動報告がありまし
た。質疑応答の後、閉会しました。

　令和元年９月 26 日（木曜日）神田神保町の学士会館で令和
元年を記念し傘寿超えの同期会を 20 名弱で開催しました。同
期仲間は、皆元気で中国の二弦琴という珍しい楽器の伴奏（大
久保 真氏 S31 年卒）で校歌を合唱し散会しました。次回の米
寿（88 歳）まで参加できるか？
　（一昨年の平成 29 年 10 月 26 日は、銀座ライオンにて参加
者 35 名で開催しました）。

　河井 春生（S31 年卒）

　来年 7 月五輪はそこまで来ている。今春、面接説明会があった。20 万人の応募者からこのボラ
ンティアは 8 万人が決まった。面接では語学（中国語・英語、特に中国語）でやりたい旨、伝えた。
70 歳以上のボランティアは１％強、千人くらい、私は中国語で参加する最年長者かもしれない。
■ボランティアの活動にあたり
　１）１日千円分の交通費（プリペイドカード）支給で日当無し
　２）活動中の飲食
　３）ボランティア活動向けの保険
　４）ユニホーム一式（帽子から靴まで）
　の支給があり、千円を越える交通費や宿泊費は自己負担となる。
■何故ボランティアに応募したのか？
　１）60 歳後半からの思い出作り。
　２）脳の活性化。
　３）中国語と英語で人の役に立ちたいからだ。
　ボランティアに参加する決断の精神的なベースは、母校の教えの一つ「まさかの時に役立つ人となれ」で卒業以来 53 年間、
ずっと頭にあった。5 年前、正にその時だと気づいた。
　5 年前に中国語の勉強を始め、1 年半で中検 2 級に合格、20・30 歳代に 10 年間勉強し、仕事で数年中国に滞在した経験
が役立った。中検合格後直ぐに英検 2 級に挑戦、１年後 40 数年ぶりに合格、英検受験会場では、隣の席に小学校 5 年男児
がいたのには驚いた。英検合格後すぐ中国語の勉強を再スタート。この 2 年半毎日 2 時間はやっている。巷では、熱中症、
大型台風、インフルエンザだの話題盛りだくさんだが、私には無関係、とにかくひたすら勉強だ。まさにその時が来るからだ。
五輪が終わっても中国語を続ける。中国系観光客は年々増加し、地元の渋谷の街では中国語が飛び交っている。中国語の観
光ガイドでもして余生をエンジョイしよう！　また、このボランティアに参加した OB、関心のあった OB は梅窓会に連絡
してほしい、一杯やりましょう。また日本学園 S41 盛り上げようと思っている OB もどうぞ。ちなみに私は梅窓会の宴会部
長もやっています。人生楽しくやりましょう。

副会長　清水 正敏（S41 年卒）

梅窓会ニュース

清水正敏
（S41年卒　梅窓会副会長）

『涼炎』

『夏炎』

写真は、「小畠廣志　木に呼ばれる」より転載
2019年7月20日

「武蔵野市立吉祥寺美術館」発行

『エロマフロジェット』

『蝗』

小畠氏（1980年）

芸術家　小畠廣志氏
　日本学園は、134 年の歴史の中で、政・官・財・学界に多くの著名人を輩出しています。（文化勲章受章者 7 名）さらに芸術・
文筆界にも、第一回文化勲章を受章した横山大観をはじめ多くの卒業生がいます。巨匠といわれる卒業生の中に、小畠廣志がいます。
　小畠氏の活躍は多岐にわたり、数々の輝かしい評価を受けている。略歴は下記のとおりです。

1935年 ‒ 東京都武蔵野市に洋画家の小畠辰之助と、
 日本画家（青龍社）の小畠鼎子の三男として生まれる。
 武蔵野市立第一小学校、日本学園中学校高等学校に
 学ぶ。（S29年卒）
1959年 ‒ 東京芸術大学美術学部彫刻科（菊池教室）卒業
 二科会に出品、特選受賞
1961年 ‒ 二科会金賞受賞。
 現代美術の実験展（東京国立近代美術館）
1962年 ‒ 「彫刻3人展－小畠広志、掛井五郎、若林奮」（銀座画廊、東京）
1963年 ‒ 彫刻の新世代展（東京国立近代美術館）
1969年 ‒ 現代思潮社美学校が設立され木彫クラスを開講
1972年 ‒ 二科会会員努力賞受賞。
 鋳造設備を備え自ら蝋型鋳造を始める
1974年 ‒ 第14回日本国際美術展（東京都美術館）
1977年 ‒ 『涼炎』で第6回平櫛田中賞受賞
1983年 ‒ 椎の実子供の家の≪鈴木平三郎像≫制作
 （日本学園元理事長　元三鷹市長）
1985年 ‒ 杉浦重剛像制作（日本学園）
1986年 ‒ '86彫刻大展日韓合同（ソウル・藝画廊）
1987年 ‒ リトグラフ・レビュー44・日仏交流展
1988年 ‒ 第1回現代日本木刻フェスティバル（岐阜県関市）
 以後第4回まで出品
1996年 ‒ 死去、享年61歳

　小畠氏は卒業後も日本学園と深い縁があまし
た。服部親愛氏（S2年卒）が梅窓会長の際に、
梅窓会運営委員として活躍しました。いつもダ
ンディな姿で現れ、穏やかな語り口で運営委員
会を仕切っていた様子が印象的でした。
　日本学園の校門の傍にある「校祖杉浦重剛先
生」の像も小畠氏の作品です。杉浦先生が昭和
天皇に御進講に行かれる際の写真から制作した
と聞いています。
　資料室にも小畠氏の作品が収蔵されています。
また、玄関ホール内にある、壁面訓は元々漆を
固めたものでしたが、玄関ホール改修の際に小
畠氏によりブロンズ製のレプリカが作成され現
在の形になりました。
　レプリカの作成中に小畠さんと階段に腰掛け
て「漆で作っているから元々の制作者の指紋が
見つかるかもしれない」などと徒然に話したこ
とを思い出します。
　よき先輩であり、兄のように慕っていた小畠
さんの齢を越えてしまいました。

広報部　磯崎 喜則（S48 年卒）

傘寿を超えて（S31年卒　同期会）

2020年東京五輪ボランティアをやります

梅窓会後期（秋季）常任幹事会開催
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「武蔵野市立吉祥寺美術館」発行

『エロマフロジェット』

『蝗』

小畠氏（1980年）
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老後は誰と、どこで住みたいですか？　社会保障のプロとして身上監護のための財産管理を目指します
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  埼玉県朝霞市本町3-3-64

あさか支部　支部長　田代嘉男（昭和31年卒）
電話：048-466-2571　FAX：048-475-9372　携帯：080-3515-5900

成年後見制度をもっと活用しよう！
備えあれば憂いなし、老い支度の保険

　2019 年 9 月 25 日に中島秀治事務長（S41 年卒）と一緒に、府中市にある丸伊運輸 ㈱代表取締役の伊藤公一氏を訪ねて取
材させていただきました。お忙しい中にも関わらず質問に一つ一つ丁寧に ご対応いただき感謝しております。

取材日時：2019 年 9 月 25 日（水曜日）13：30 ～ 15：30　丸伊運輸㈱本社

三笑亭夢太朗師匠

観客を魅了　三笑亭夢太朗師匠高座（日学祭にて）

吹奏楽部定期演奏会のお知らせ

　三笑亭夢太朗師匠（S42 年卒）と同期の小幡卓史君（S42 年卒）の司会により、
小川和夫梅窓会会長（S34 年卒）の挨拶に続き出囃子「勧進帳舞の相方」に乗っ
て登場しました。まくらでは在校中、通学のエピソードや落語家になるまでの経
緯を交えて、落語芸術協会理事、日本演芸家連合会長、大田区観光 PR 特使を勤
める多忙な日々をご披露いただき、左甚五郎と旅籠の盛衰をプロットとした、「ね
ずみ」他一席を演じて、次の出演先である、国立演芸場に向かいました。
　昨年度に続き二年目となった今回の公演、昨年より生徒の参加も多くなり、父
母、祖父母、近隣の方々等二回で 100 名を超える幅広い方々に楽しんでいただく
ことができました。学校、PTA のご協力により何とか準備ができました。
　今後も古典芸能に親しむ機会を続けていただきたいと思います。

松井啓真（S42 年卒）

　日本学園吹奏楽部が恒例の定期演奏会を開催します。初心
者で入部した部員の一年間の成長をぜひご覧ください。3 年
生は最後の公演です。
　詳細はまだ決まっていませんので、日本学園ホームページ
等でご確認ください。

稲城市 プラザホール　京王相模原線 若葉台駅 徒歩 3 分
※例年使用している狛江エコルマホール・南大沢文化会館で
　はございません。ご注意ください。

第26回吹奏楽部定期演奏会　2020年３月25日　稲城市　プラザホール

物流業界で活躍中の本学園OB伊藤公一氏（S63年卒）

丸伊運輸株式会社　代表取締役　伊藤公一氏

日時　９/29（日）①11 時～ 12 時　②13 時～ 14 時　
会場　３号館１階会議室

ＯＢ訪問

■商用水素ステーションの着手理由
　Q：商用水素ステーションの整備に着手されたのは、物流コストに占める燃料がディーゼルよりも将来有望と考えてのこと

ですか？
　A：三菱 E キャンターの場合、７時間充電して２時間、３時間稼働が実態。これだと、おにぎりの配送に行って帰ってき

て充電すれば 2 回目の配送が行えるかどうかというレベルで、おにぎりの場合で１日４回配送している現状ではコスト
的に合わず、直ちにディーゼルに水素燃料（燃料電池車）に置き換わるものでは無い。

　Q：コスト的に合わないのに水素を利用するというのは、環境問題を考えてのことですか？
　A：もちろん、環境の問題もあるが、今は太陽光発電が余っているので、昼間に太陽光を使って電気分解すれば水素を生成

できる。ヨーロッパでは水素を使うドローンも開発もされているようなので日本では分からないがヨーロッパでは確実
に水素を使う方向で進んでいる。今は将来的なエネルギー問題を考えて、勉強させてもらっている段階。

■Q：高校時代在学中に、お父様の事業を将来継ぐのだという自覚はありましたか？
　A：事業を継ぐという意識よりも１回は、どこかに就職するという考えはあった。高校が終わって大学になるとさすがに、

家のことやらなきゃだめだとは思うようになった。
当時は、どんな大学でもキャノンや京セラだとか普通に入っていましたから。内定決まると、囲い込みでグアム旅行と
か連れていかれる時代でした。
大学を出てから、直ぐに就職したわけでなく３年間ほど遊ばせてもらってから、自社系列の整備工場で４年ほど働き、
それから本社に呼ばれました。経営に関わるようになって、一従業員と違い会社に対する責任のほかに社会的責任も負
わなければならなくなります。一従業員で使われている方が、遥かに楽であると思います。だからと言って、父親の仕
事を見てきていましたから経営が嫌とかではないです。

■商圏について
　Q：首都圏中心から全国展開すれば、まだまだ将来性がありませんか？
　A：消費の６割は首都圏ですから、縮小する国内の地方への展開よりも海外展開を模索しています。

これからは、全然違う業界での展開を考えて２、３年後には、タイ王国へ行っていると思います。
■高校時代の部活（柔道部）について
　練習は、さぼっていたが合宿と試合には参加していた。段位は先生に勧められ高校時代に二段まで取得合宿の練習はきつ
かったが楽しかった。練習のきつさはかなりのもので、あれに耐えられればたいていのことはやっていけると思う。
　まだまだ、お訊きしたいことがありましたが長時間の面談になってしまいましたので、お礼を言って取材を終え、丸伊運
輸さんを後にしました。

広報部　関口 直秀（S45 年卒）

　丸伊運輸株式会社は、首都圏を中心とした食品配送のパイオニア的存在の中堅企業で、日本学園 OB の伊藤公一氏が代表
をされています。最近では、栃木県内初となる商用水素ステーションの整備に着手されニュースにも取り上げられたところ
から物流に於ける水素燃料の可能性についてお話を伺いました。

　商用水素ステーションの整備には県の補助金１億円、国の補助金２億５千万円を活用する。場所は東北自動車道佐野藤岡
インターチェンジまで約３キロの地点、国道 50 号線沿いに同社が新設する配送センターに併設する。面積は 3345 平方メー
トル。

企業概要
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低迷している梅窓会を打破するには、会員の OB 会への参加と協力が不可欠である。特に OB の高齢化により参加者が
減少し OB 会活動に支障が出ており活動が低迷している。今後の OB 会活動を支える若年層へ OB 会に参加しやすい
環境作りや情報発信を積極的に行う。又少子化により生徒数が減少傾向にあり OB 会活動の基盤である会費収入が減少
しており、増収の案を模索する。学園と積極的に協力し、又 OB 会組織改革による梅窓会活動の活性化を図る。

（１）総会 ６月 15 日（土）３号館会議室で開催 (14：00 ～ 16：00) 会議終了後懇親会を行う。
（２）常任幹事会 ６月８日（土）特７教室で開催 (14：00 ～ 16：00) する。
 ９月 28 日（土）特７教室で開催し (14：00 ～ 15：00)、日学祭当日に実施する。

（３）運営委員会 ８月を除く原則毎月第２土曜日に開催する。部会活動は適宜実施する。

学園の発展に資する支援として下記支援策を検討し施策を実施する。

(１)「梅窓会報」及び「Baisoukai Today」

(１) 学園支援施策
・補助寄付金…100 万円 ( 当面収支状況を、確認しながら本年より 3 年間継続する。）
･日学祭支援 ……梅窓会の出展として「昭和の音楽談話室」及びその他の出展を検討する。会長賞の選考を学園に依頼。
･部活動支援 ……全国大会、関東大会に出場した場合お祝い金規定により金一封を贈呈する。文化部の支援金規定の具体的基準を検討する。

(２) 生徒支援施策
･卒業記念品の贈呈（品物について別途検討を行う）
･新卒クラス幹事オリエンテーションの継続実施予定。

昨年度会報の位置付けを継承して紙面構成を行い、会報誌「梅窓会報（５月＝91 号）と（11 月＝92 号）」を発行し
「BaisoukaiToday」は不定期発行とする。

(２) 梅窓会ブログ

内容は、会報と同様に学園トピックス、梅窓会活動、ＯＢ情報、有志のスポーツ応援活動などを重点とする。

(３) 学園ホームページ（“卒業生の皆様へ”）

「学園ホームページ（“卒業生の皆様へ”）」を通じての梅窓会の PR

①梅窓会報：５月 (91 号 ) と 11 月 (92 号 ) の年２回発行。
②Baisoukai Today を本年休止。

①梅窓会の紹介（ようこそ日本学園 梅窓会へ）。
②梅窓会主要活動の活動報告。
③「梅窓会報」及び「Baisoukai Today」の PDF 閲覧。

　次世代梅窓会へを投稿するにあたり、まず自己紹介いたします。 
　梅窓会歴30年、この6月に梅窓会副会長（次世代梅窓会担当）となりました。この他に日本学園の運営のお手伝いもして
います。
　今までに4人の梅窓会会長に仕え、（S41年卒）同期会幹事も長年やっており、恩師（渡辺克夫先生86歳）とは毎年2
回、同期仲間・先輩・後輩を誘い楽しく飲み会をやっています。日本学園以外では小・中と大学（中央大学）の同期会幹事
にもなっています。女房は元小学校教員、長男は英語教員、長女は私大事務員で、学校縁を感じています。
　閑話休題　ここからは本題に入ります。
　当校は、あくまでもOBの学校です。バックにオーナーはいません。しっかりしたOBがいて当校は成り立ちます。現状で
はOBの絆が極めて弱いと感じています。毎年の総会に50名集まらないこともその一例です。
　新入生も思うように集まりません。OBの力不足がその一因です。OB力アップには先ず若手サポーターと運営スタッフ
（50歳～70歳）の充実が必要です。この人材の核を作ってから展開するのです。この展開には私のような70歳すぎの人間
の考えよりも若手サポーターの考えに沿って展開すべきと考えます。若手の方々は先ず仕事・家庭を優先とし、出来る範囲
で遊び心を持って協力していただきたいと思います。
　具体的には若手サポーター（20歳～40歳）運営スタッフ（50歳～70歳）をそれぞれ5名以上集めることが先決と考えま
す。これを達成できなければ次世代梅窓会を作れるはずはありません。現状では若手サポーターと運営スタッフにそれぞれ
数人の方々が賛同していただいております。是非、梅窓会まで連絡してください。

連絡先：東京都世田谷区松原2-7-34　日本学園内　日本学園梅窓会事務局
 TEL/FAX：03-3322-7878　　e-mail： baisoukai@yahoo.co.jp

次世代梅窓会へ　若手（20歳～ 40歳）会員の皆様へお願い

令和元年度　事業計画

Ⅱ　定例会合（総務部会）

Ⅲ　同窓会活動の情報発信（広報部会）

基本業務である収支実績の正確な決算を行う。財務特別委員会で収入減を止めるように更なる検討を加える。

(１) 上記内容を実行する。
(２) 終身会費のプール制導入について検討する。

Ⅳ　財政基盤の安定化（会計・イベント部会）

副会長　清水正敏（S41 年卒）

Ⅰ　活動基本方針

Ⅴ　学園支援事業（総務部会、会計・イベント企画）

会員が世代間の交流も含め相互の旧交を温め、親睦を図るための場を作り会員を支援する。

(１) 部 OB 会に働きかけて、総会・懇親会への参加を促す、実施案を受け交流活動に活用。継続実施。
(２) 部 OB 会、同期会支援のためのルールの整備。継続実施。

Ⅵ　会員親睦交流行事等（総務部会、渉外部会）

今年度より発足した部会の為、学園のスポーツ各部や吹奏楽部等の文化部の部活動の支援活動を行う。

(１) 今年度発足の為、体制及び役割の検討を進めていく。
　①各部活ＯＢ組織を梅窓会の傘下にし、名簿管理を容易にし梅窓会活動の強化を検討する。
　②各部コーチ、準会員メンバー、父母との交流を密にし関係の強化を検討する。

Ⅶ　学園各種部活動支援（渉外部会）

(１) 運営委員会の各種文書を継続整備。
(２) PTA との懇親会の開催。
(３) 景仰会墓参会及び校祖を偲ぶ会の実施予定。

Ⅷ　その他（総務部会）

令和元年 6 月８日（土）

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報
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会費納入はカンタンです

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

　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月を除く）午後に梅窓会事務室までご
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アドレスまで直接原稿を投稿する
ことも出来ます。皆様の情報をお待ちしております。

ＯＢ情報大募集中！

検索梅窓会ブログ
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。

卒年／氏名／逝去年月日

梅窓会会員の方がご逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。

S15 粕谷　俊作 H30.3
S17 櫻井　利榮 H31.2.7
S26 生井　史男 H31.2.11
S30 春日　幸雄 H31.1.16

S31 牧野　純一 H29.9.30
S31 渡部　幸雄 H28.10.20
S42 鴨志田　恒 

総会の様子

　令和元年梅窓会総会が朝から雨の降りしき
るなか令和元年６月15日（土）午後２時より
40 数名出席のもと本校会議室にて開催され
ました。
　稻垣一郎氏（S38 年卒）の司会進行で始
まり、小川和夫梅窓会会長（S34 年卒）挨拶、
堀内優憲学園理事長（S29 年卒）挨拶があり、
続き会議に入り阪上 正氏（S41 年卒）が議
長に選出され議事に入った。
　議事の第１号議案、平成 30 年度事業報告、
決算報告、監査報告が各担当者から報告が
あり、第２号議案、令和元年事業計画案、予算案も各担当者から説明があり第３号議案梅窓会規約改正については中島
秀治副会長（S41 年卒）より説明がありました。それぞれの議案は賛成多数で承認されました。そして最後に浦山景次副
会長（S33 年卒）の閉会の辞で会議は終了しました。

　広報部　川本 雅之（S38 年卒）

　令和元年日本学園高校スポーツも３年生が引退して、１、
２年生が中心となる新人戦が10月、11月に始まります。 顕
著な成績を上げた３年生部員が多い部は大変厳しい状況に
置かれます。各学校も文武両道に力を入れており、そう簡
単には勝たせてくれません。本学園も厳しい状況の中、熱
心な先生・まじめで努力家の生徒、 わけても父母の方々の
応援は感動もので頑張っています。十分とは言えませんが
格段にレベルアップして学園の活力源になっていると思い
ます。
　令和元年の特筆すべきことは中学生の活躍です。中学部
復活から紆余曲折がありましたが、中学は存在感を高めて
います。 創部３年目のバスケ部はキャプテン、副キャプテン
を筆頭に部員の結束力も強く、文においても頑張っており
外部においても徐々に文武の評価が高まっています。柔道
部も頑張っています。新人戦都大会ではブロック戦を勝ち
上がり２年生３人が個人戦出場決定、また団体戦にもブ
ロック戦優勝で出場できました。特に全国大会の 準々決勝

令和元年６月15日　梅窓会総会が開催されました。

日本学園スポーツウオッチ

令和元年度　梅窓会予算
（2019/4/1～2020/3/31　単位：円）

収入

　　　正会員（終身）収入 880,000 880,000

　　　正会員（年）収入 352,000 320,000

　　　賛助会費（余剰会費分） 786,300 800,000

　　正会員収入計 2,018,300 2,000,000

　　準会員収入 2,213,700 2,109,600

　　雑収入 20,079 50,100

　　収入合計 4,252,079 4,159,700

　支出

　　一般管理費

　　　委員会運営費 369,910 1,400,000

　　　通信費 183,949 136,000

　　　旅費交通費 0 20,000

　　　事務費・消耗品費 241,321 241,400

　　　会議費 19,000 60,000

　　　雑費 216,976 163,300

　　　口座徴収料金 22,072 35,000

　　　慶弔費 10,000 30,000

　　　人件費 291,900 300,000

　　　水道光熱費 100,000 100,000

　　一般管理費計 1,455,128 2,485,700

　　業務運営費計

　　　備品費 23,000 80,000

　　　卒業記念品費 596,230 417,500

　　　会報費 910,346 1,240,000

　　　学園行事協力費 5,000 90,000

　　　学園行事支援金 240,000 190,000

　　　補助寄付金費（奨学金） 500,000 1,000,000

　　　予備費 71,740 40,000

　　業務運営費計 2,346,316 3,057,500

　支出合計 3,801,444 5,543,200

　収支差額 450,635 -1,383,500

　次期繰越金 9,722,993 8,339,493

予　　算前年度実績

総会報告

哀悼（敬称略　順不同）

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。

＊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）

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

まで進んだ２年生の佐藤君に期待ができます。小柄な半田
君にも頑張ってほしいです。中学生の諸君には日本学園高
校に進んで６年間十分に力を発揮して 東京の次のパリ・オ
リンピックを目指してほしいです。
　オリンピックといえば 10 月６日お台場公園周辺で開催さ
れたトライアスロンの全日本選手権に高校３年生で参加資
格をえた 福島旺くんがチャレンジしました。豊富な経験が
要求される競技なので結果は 58 名の参加者中 36 位でし
たが次期オリンピック出場を期待しています。 高校バスケ、
バレーも期待できます。10 月 20 日、市営立川球場で篠崎
高校と対戦し、11 対０で５回コールド勝ちしました。柔道、
サッカーも頑張っています。 令和２年の学園スポーツは文と
共に確実に基礎固めができると思います。生徒たちの態度、
顔つきを見ればわかります。日本学園は一歩一歩前進して
います。皆さん応援をお待ちしております。

副会長　浦山 景次（S33 年卒）

　より充実した紙面と運営費増加を目的に、しばらく休んでおりまし

た広告を再開いたしました。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。ご希望の方は下記までお問い合わせください。

広告募集のお知らせ

●サイズ（約）：9cm×5cm

●料金：10,000円

●配布部数：約2,500部

●レイアウトは編集部にお任せください。

●お問い合わせ先　電話/FAX：03-3322-7878（梅窓会事務所）
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