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平成30年度 星城高等学校同窓会「総会・懇親会」開催のお知らせ

昨年の総会集合写真
第53回星城高等学校同窓会総会を下記の要領で開催いたします。学校の現況、また学校生活の思い出、
四方山ばなしなど楽しいひとときをお過ごしいただけるものと信じております。ぜひとも皆様のご出席を、
心からお待ちいたしております。 併せて第12回生の会（昭和33年度生まれ）を開催します。
“あれから50年”と題しまして第3回卒業生の会を開催致します。

幹事会開催の御案内

総会に先立ちまして幹事会を当日（2日）11時から開催いたします。
幹事の皆様は時間の都合をつけてご出席の程をお願い致します。

ところ 名古屋ガーデンパレス
名古屋市中区錦3丁目11-13
T E L（ 0 5 2 ）9 5 7 - 1 0 2 2

総会会費

総会議事

3,000円（家族同伴歓迎）
平成29年度 卒業生は会費無料です

1.平成29年度会務報告
1.平成29年度会計報告・監査報告
1.平成30年度事業計画



12時30分 総会開始
受付：12時00分





き 平成30年9月2日（日）





と
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第53回

同窓会総会を迎え思うこと

星城高等学校同窓会会
員 の みなさま、こんにち
は。
今年も皆さんとお会い
できることを楽しみにして
おります。一年に一度、同
じ学び舎を巣立った校友
が、一堂に会しそれぞれの
恩師、旧友と親交を深めて
頂いております。
9月の総会（懇親会）は、3回生と8回生保育科の
有志が中心となりいろいろな企画を計画してくれ
ています。大勢のご参加をお待ちしております。
今年度、同窓会ホームページの活性化を考えて

同窓会長

大竹

寛

います。活性化のポイントは「情報」です。会員の皆
様から積極的に情報をお寄せいただきますよう宜
しくお願い申し上げます。
母校はWi−Fi環境が整備され、他校に先駆けタ
ブレットを使った授業に取組んでいます。7月下旬
には2005年、愛・地球博の取り持つご縁でブルガ
リア共和国への交換留学生派遣、また「英語の星
城」
を掲げ英検講座も始まっているようです。
これから星城高校を目指して入学してくる生徒
の為、在学中の生徒が卒業し社会に羽ばたく為、今
後更なる歴史を築いてゆく為に見守り応援します。
星城高校が益々飛躍することを祈りながら。

第53回同窓会総会を祝して

理事長・学園長

同窓生の皆様、
ご清栄
にてお過ごしのことと拝
察を申し上げます。星城
高校創立５５周年を経た
今日、社会情勢は大きく
変化してまいりました。
生徒の急増・急減、バブ
ル 経 済 、リーマンショッ
ク、少子高齢化、そしてグ
ローバル、
ＡＩ、
ＩoＴ時 代
等々と、その都度、世相に合った教育内容の充実
を図ってまいりました。
そして、創立精神「彼我一体」報謝の至誠・文
化の創造・世界観の確立は脈々と継承され、優

石田正城

秀な人材の輩出と共に学校も大きく成長してま
いりました。
校歌
１．両手をぐんと差し伸べて文化の光かかげ持
つ・・・。
２．あしたに星を頂きて道義の叫び訴える・
・・。
３．七つの海をかけめぐる自由の波の偉大さ
よ・・・。
創立者石田鏇徳先生の教育理念の高揚・具現化
を一層目指してまいります。今後ともご支援をお
願い申し上げます。
尚、平成２９年度卒業記念品「舟唄」松村公嗣
画伯作は本校アトリウムに展示してあります。
ご
鑑賞ください。

次の「いにしえ」を育てる

校長

同窓会の皆様には、母校
の教育振興と在校生徒の
諸活動に、平素から格別
のご理解とご支援を賜っ
ております。ご厚情に衷
心より感謝申し上げます。
また、昨年の創立55周
年 記 念 行 事は皆 様 の 全
面的なお力添えによりま
して、すべてを大成功で
終えることができました。心からお礼申し上げま
す。
まことにありがとうございました。
中国の「宋史」に「我より古(いにしえ)を作(な)
す」
という言葉があります。同窓会の皆様は、
この

四方

元

言葉どおりに星城高校の「いにしえ」
になり、滔々
たる人材の大河の源流となってこられました。
様々な困難や試練に耐えて草創の歴史をつくっ
てこられました。
後を継ぐ在校生徒の育成を担う私ども教員の
役割は、生徒一人ひとりを「未来の星城」の先覚
者にすることです。次の「いにしえ」に育てること
です。
同窓会の皆様のご尽力で創立55周年の峰は
見事に越えました。次なる高嶺を登り切るべく、職
員一同、力を合わせて教育活動に精励してまいり
ます。皆様には、引き続き母校の発展に温かいご
支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上
げます。
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温かいOBに見守られて

父母の会会長

父母として、星城高校
のお仲間(先生方、同窓
会、生徒、父母会)の一員
となって二年が経過致し
ました。
先輩方から贈られた記
念品である美術品等に囲
まれる時間、節々に同窓
会長様から贈られるお言
葉に触れる時、その他多
くの先輩方からの支援を感じる都度、生徒たち

濱島正好

は、母校愛に満ちた先輩たちに、将来有るべき自
分の大人像をイメージし始めていると感じます。
私にとっても最後の父母の会の最後の一年に
同窓会の皆さまのご支援に応えるため、良き星
城卒業生を輩出できる父母の会として活動して
まいります。

平成30年度全国高等学校総合体育大会 日程

2018 彩る感動東海総体

翔べ誰よりも高く東海の空へ

バレーボール競技
（男子） 7月27日
（金）
〜29日
（日） 伊勢市 三重県営アリーナ他
ソフトボール競技
（女子） 8月3日
（金）
〜5日
（日） 熊野市 山崎運動公園他
空手道競技
（男子・女子） 8月4日
（土）
〜5日
（日） 岐阜市岐阜メモリアルセンター
＜男子団体組手＞
＜男子・女子個人組手＞ 小林洗輝・鈴木 楓
＜男子・女子個人形＞ 遠藤雄大・飯田ももの・松下優生
レスリング競技
（男子） 8月5日
（日）
〜6日
（月） 浄市 メッセウイングみえ
＜学校対抗戦＞
＜個人戦＞ F：フリースタイルG：グレコローマンスタイル
G55kg級 小木曽司・G65kg級 横井辰哉・G92kg級 佐藤圭吾
F／G71kg級 太田晃呼・F／G80kg級 市原元飛
F／G60kg級 水島稜介・F／G125kg級 平野弾輝
剣道競技（男子・女子） 8月10日
（金）
〜11日
（土） 伊勢市 三重県営サンアリーナ
＜男子団体戦＞
＜男子・女子個人戦＞ 大串快晴・加藤美祈・榎本梨杏
※同窓生の皆様、
応援よろしくお願いします。

『“あれから50年の歳月”総会で再会しませんか？』
第３回卒業生の皆様、昭和４３年３月１日の卒業式以来５０年の歳月が過ぎました。
その間母校は素晴らしく発展してまいりました。卒業して５０年目の節目にあたる３回生の皆
様に
『第３回卒業生会』
を同時に企画開催致します。
この企画に参加して交流を深め、母校の発展を目の当たりに体感しませんか？
５０年の歳月は逝去された同級生も多数の人数になります。星城の天空の輝く星座の一員と
して元気に振舞うことも後何年？お互いに健康で足腰の元気なうちに再会しませんか？
７０歳という年齢を間近に迎え、今後このような企画がもてるか難しい年齢になってきてい
ます。是非多数の３回生の皆様の出席をお待ちしています。
『３回生あれから５０年』企画代表同窓会幹事：鈴木敏郎
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八回生保育科クラス会の御案内

八回生保育科の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
され このたび保育科クラス会を下記の通り開催する運びとなりました。御多忙とは思われますがご参加の程
お願い申し上げます。
※当日、会場にて昨年８月逝去されました担任：柴田清先生を偲んでの映像を放映予定です。
※出欠のハガキを既に送っていただいていますが、今回の総会の葉書にも八回生保育科のご返事を備考欄に記
入して頂ければ幸です。
記
日
時 平成３０年９月２日
（日曜日）
１２時より
場
所 名古屋ガーデンパレス
会
費 ５，
０００円（総会会費含む）
世話人代表 桑山恵津子（不明な点は世話人代表までにご連絡ください）

あれから50年企画を振り返って
卒業して50年の節目に同窓会総会で
「あれから50年：第２回卒業生会」
を開催しました。
５０年ぶりに前後の駅に集合し、母校の６階からの眺望は周辺の様変わりした景色に驚き、写
真撮影に夢中になり予定していた１時間があっという間に経過してしまい、十分な時間がとれ
ずに母校を後にし懇親会場に向かいました。
ここに参加者の方のお手紙２通を紹介させていただきます。
『愛知を離れて47年になります。地元出身でありながら帰省してもばたばた状態で母校に
寄ることもかなわずそんな私にとって母校の訪問ができる今回の同窓会は、特別なものでし
た。前後駅周辺の変化もさることながら母校のあまりの変化に目が点になってしまいました。
私たち、女子クラスは体育館１Fでスタートしました。2クラスだったのです。
自分達が学んだ体
育館がそのままに・・・いろんなことを懐かしく想い出され50年の重さをひしひしと感じると共
に今回、参加して良かったと思います・・
・・（
』2回生岡田かづ子様：千葉市在住）
『高校卒業後50年ぶりに同窓会に出席、懐かしい同級生や恩師と50年の時を越えて話すこ
とができました。又いろいろな人の支援で日曜なのに、校舎の中を見学することができました。
来年で70歳になりますが、可能な限り仕事を続けたいと考え
ています。
（
』2回生宮崎雅夫様：我孫子市在住）
50年目にして同窓会に初めて出席していただいた方々が
いたこと嬉しい限りでした。あれから50年とは言わず、今後も
足腰が健脚のうちは同窓会に是非足を運んで下さい。
『あれから５０年第二回卒業生会』企画担当者
２回生の受付風景
星城高等学校同窓会ホームページについて
星城高等学校卒業生の皆様こんにちは。
星城高校同窓会のホームページに対して、更新状況内容など様々なご意見をいただいております。
そこで、
ホームページの充実を図ろうと、学校との連絡を強化し、卒業生の皆様からの情報提供をお待ちします。

卒業生の方からの情報です。


60歳以上の方を対象に名簿を購入して株運営の電話がかかってきたそうです。
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注意をしてくださいとの情報提供がありました。ので同窓会の皆様におかれましては十分注意してください。

