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　2018 年度、母校は創立 60 周年を迎えます。日本福祉大学付属立花高等学校
として 1958 年に大学と同一の校地に創立され、いよいよ 2018 年度で創立 60
周年を迎えます。卒業生もおよそ 14,000 人となりました。2017 年度は和太鼓
部「楽鼓」が高等学校総合文化祭郷土芸能専門部全国最優秀賞の受賞や、サッカー
部、野球部が躍進するなど、一層、母校の発展が期待されます。

	 日本福祉大学付属高等学校　ホームカミングデイ 2018

「同窓生による創立 60周年記念文化講演会」開催 !!

同窓会・日本福祉大学付属高校 60周年記念事業委員会共同企画
日本福祉大学付属高等学校ホームカミングデイ 2018

同窓生 俳優「近藤芳正」さんによる
創立 60周年記念文化講演会開催 !

■近藤　芳正さん　プロフィール　1979年度日本福祉大学付属高等学校卒業（20回生）当時は立花高等学校。
1961 年 8 月 13 日生まれ。'79 年に劇団青年座研究所に入所。映画『12 人の優しい日本人』（'91 年）に出演、『THE 有頂天ホテル』（2006 年）、『ザ・マジッ
クアワー』（2008 年）、舞台『笑の大学』（96 年・98 年再演）など三谷幸喜作品に数多く出演。ドラマでは、フジテレビ「王様のレストラン」「踊る大捜査
線」、関西テレビ「GTO」などに出演。1998 年に出演した、文化放送ラジオドラマ「ファイティング寿限無」はギャラクシー賞ラジオ部門選奨。2005 年か
ら上演している舞台「歌わせたい男たち」は第 16 回読売演劇大賞最優秀作品賞、第 5 回朝日舞台芸術賞グランプリを受賞した。また、2001 年から自身が
プロデュースする「劇団　ダンダンブエノ♬」を立ち上げ、現在、2009 年からはダンダンブエノ♬から派生したソロ活動として「バンダ・ラ・コンチャン」
を始動し、舞台制作の他、若手俳優に対してのワークショップを主宰し、後進の指導にも力を注いでいる。
【近年の主な出演作】〈ドラマ〉NHK 大河ドラマ「真田丸」(2016 年 )、NHK BS-P「雲霧仁左衛門 3」（2017 年）、TBS「99.9　～刑事専門弁護士～Ⅱ」、大
河ドラマ「西郷どん」（2018 年）〈舞台〉劇団☆新感線「髑髏城の七人 seazon 花」、「斜交　昭和 40 年のクロスロード」（2017 年）、〈映画〉「獣道」「リン
グサイド・ストーリー」「報復～かえし」（2017 年）など

会長
挨拶
　本年度本同窓会では、高校周年記念事業を支えるとともに、同窓生の交流機会として、ホームカ
ミングデイ 2018「同窓生による文化講演会」を開催します。この機会に、久しぶりに母校を訪れ
てみませんか。「温故知新」―昔を振り返り、新しい自分を発見する、そんな機会が持てるかもし
れません。ぜひ皆さんの参加をお待ちしています。

同窓会会長　小塚　光夫

 第 1 部　創立 60 周年記念文化講演会

　本校の卒業生である俳優「近藤 芳正」さんをお招きし、当時の高校での生活、近
藤さんが俳優を目指し、現在に至るまでの道のりと「役者として・人として」の成
長を当時の教員を交え、楽しくお話いただきます。テレビ、舞台など多数の方面で
活躍される近藤さんですが、高校時代はどんな生徒さんだったのでしょうか ? 高校
時代の恩師との掛け合いも楽しみな文化講演会となります。ぜひ、お越しください。

役者として・人として
～付属高校を卒業してから約 40年間の歩み～

※本講演会は日本福祉大学付属高校校同窓会・後援会・PTA・60 周年記念事業委員会の共同企画として付
属高校創立 60 周年記念事業の一つとして行われます。

日　時  2018 年 5 月 26 日（土）　14：45 ～ 16：30（開場 14：30）
会　場  日本福祉大学　美浜キャンパス　大講義棟 1 号館 120 教室
参加費  無　料
主　催  日本福祉大学付属高等学校／ PTA・後援会・同窓会
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会場アクセス
日本福祉大学美浜キャンパス
〒 470-3295　愛知県知多郡美浜町奥田
TEL：0569-87-2211（代表）
名鉄知多新線「知多奥田駅」から徒歩 1 分で正門。

※お車でお越しの方へ
大学第 7 駐車場に駐車してください。第 7 駐車場の案内図は本校同窓会ホー
ムページ（http：//www.netnfu.ne.jp/koko-dosokai/）をご確認ください。
また、駐車スペースには限りがあります。できるだけ公共交通機関を利用くだ
さい。懇親会に参加の方で、アルコールを御召し上がる方は、車の運転はご遠
慮ください。

本会の中心的活動の一つである卒業同期会等の開催を促進するために、【同期会等開催助成】をおこなっています。
クラス会やサークルOB・OG会の開催についてもこれを準用していますので、同期会等催される際にはご一報ください。

１　助成金の交付
　幹事から申請のあった開催内容に基づいて、各年度
一回に限り、次の金額を交付します。

（1）同期会の開催にあっては、10,000 円。
（2）クラス会及びサークル OB・OG 会にあっては、

3,000 円。
２　申請手続きから助成金納入まで

①会長宛に別紙【同期会等助成申請書】を記入の上、
申請してください。 
なお、同期会 ･ クラス会の開催にあたり宛名シール

（同窓会名簿による）の発行を希望するときはその旨
を申し出てください。

②本部より幹事宛に会費納入のお願い文書や宛名シー
ル、パンフ等（希望の場合）を送付します。

③同期会終了後、【所定の報告書】を提出してください。

また、宛名シール（同窓会名簿）と違う連絡先が判
明した場合（住所や氏名の変更）は、お知らせくだ
さい。

④報告書確認後、申請時の銀行口座に助成金を振り込
みます。

３　その他
（1）申請は、当該年度に開催する同期会等を対象とし

ます。
（2）同窓会本部は、申請者（幹事）に対し【同窓会費

の納入のお願い】文書等を送付しますので、参加
者への周知にご協力ください。

（3）高校や学校法人が発行するパンフレット等を希望
する場合は、その旨を申し出てください。

（4）本部役員に出席の要請があるときはその旨申し出
てください。常任幹事で調整します。

同期会等開催費助成制度のご案内

 第 2 部　ホームカミングデイ同窓会懇親パーティー
文化講演会終了後、日本福祉大学美浜キャンパス 12 号館で第 2 部「ホームカミングデイ同窓会懇親パーティー」を行います。
同窓生や先輩、後輩、恩師と旧交を深めていただく場となればと思います。大学レストランでの立食パーティーです。お気
軽な服装でお越しください。

時　間  17：00 ～ 19：00
場　所  日本福祉大学　美浜キャンパス　12 号館 6 階　レストランプリマヴェーラ・ウーノ
参加費  4,000 円

至名古屋 至名古屋
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 申 込 方 法
本校同窓会ホームページ（http：//www.netnfu.ne.jp/koko-dosokai/）日本福祉大学付属高等学校「ホームカミ
ングデイ 2018」申し込みフォームからお申し込みください。
※ 1 部のみ、2 部のみに参加いただくことも可能です。
※お席に限りがあります。定員になり次第、受付を終了する場合があります。あらかじめご容赦ください。
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2016 年度同窓会会計決算  
（収入の部）

項　　目 2016 年度
予算額

2016 年度
決算額 比　　較 備　　考

前年度繰入金 1,744,763 1,744,763 0

入会金収入 910,000 905,000 -5,000 入会金
（@5000 × 181 名）

会費・寄付金収入 50,000 73,046 23,046
利息収入 270 16 -254 銀行利息（普通預金のみ）

合　　計 2,705,033 2,722,825 17,792

（支出の部）
項　　目 2016 年度

予算額
2016 年度

決算額 比　　較 備　　考

事務費 100,000 642 -99,358 ＊業務費
消耗品費 30,000 0 -30,000
印刷費 50,000 0 -50,000
通信費 10,000 0 -10,000
アルバイター費 0
雑　費 10,000 642 -9,358 残高証明書手数料

会議費 250,000 27,734 -222,266 ＊会議運営費（通信費、
会議費、交通費）

幹事会 60,000 3,000 -57,000 1 回
常任幹事会 90,000 23,734 -66,266 5 回
委員会 100,000 1,000 -99,000

事業費 1,343,000 696,180 -646,820 ＊各事業運営費

文化講演会 200,000 56,735 -143,265 三団体合同文化講演会負
担分

会報発行 550,000 391,300 -158,700 印刷費、発送作業費、発
送料

交流企画 100,000 33,063 -66,937 ゆりのき祭企画
ホームページ運営 250,000 -250,000 委託費
特別給付奨学金 100,000 100,000 0 積立拠出
新会員記念品 91,000 84,272 -6,728 卒業証書ファイル贈呈
同期会支援金 52,000 30,810 -21,190 1970 年度、2011 年度

備品費 0 0 0 パソコンリース料
予備費 1,012,033 0 -1,012,033
支出合計 2,705,033 724,556 -1,980,477
次年度繰越金 1,998,269 1,998,269

合　　計 2,705,033 2,722,825 17,792

2017 年度同窓会会計予算  
（収入の部）

項　　目 2017 年度
予算額

2016 年度
予算額 比　　較 備　　考

前年度繰入金 1,998,269 1,744,763 253,506

入会金収入 775,000 910,000 -135,000 入会金
（@5000 × 155 名）

会費・寄付金収入 50,000 50,000 0 会費（@1000 × 50 名）
利息収入 16 270 -254 銀行利息

合　　計 2,823,285 2,705,033 118,252

（支出の部）
項　　目 2017 年度

予算額
2016 年度

予算額 比　　較 備　　考

事務費 100,000 100,000 0 ＊業務費
消耗品費 30,000 30,000 0
印刷費 50,000 50,000 0
通信費 10,000 10,000 0
アルバイター費 0 0 0

雑　費 10,000 10,000 0
残高証明書発行手数料、
特別給付奨学金選考委員
会旅費など

会議費 250,000 250,000 0 ＊会議運営費（通信費、
会議費、交通費）

幹事会 60,000 60,000 0 @60000 × 1 回
常任幹事会 90,000 90,000 0 @15000 × 6 回
委員会 100,000 100,000 0 各委員会

事業費 1,285,000 1,343,000 -58,000 ＊各事業運営費

文化講演会 200,000 200,000 0 運営費負担分＋懇親会負
担分

会報発行 550,000 550,000 0

交流企画 100,000 100,000 0 ゆりのき祭、役員との交
流ほか

ホームページ運営 250,000 250,000 0 個別メンテナンス費
特別給付奨学金 0 100,000 -100,000 積立金

新会員記念品 80,000 91,000 -11,000 卒業証書ファイル寄贈
（@500 × 155 名）

同期会支援金 105,000 52,000 53,000 10 件見込み
備品費 0 0 0
予備費 1,188,285 1,012,033 176,252
支出合計 2,823,285 2,705,033 118,252

合　　計 2,823,285 2,705,033 118,252

同窓生のみなさん！
年会費（1,000 円）の納入、寄付に
ご協力ください。

金融機関コード：9900　店番：089
種別：当座　店名：○八九店　口座番号：0169025
加入者名：日本福祉大学付属高等学校同窓会

ゆうちょ銀行

１　会務の運営強化
２　委員会活動の強化推進
３　会員・幹事等交流事業の実施

４　会員・ホームページを中心とする広報活動の実施
５　在校生との交流・支援事業の実施
６　母校並びに関係支援団体との連携強化

2017 年度 事業活動報告

学年同窓会報告

会計報告

13 回生（1972 年度）／ 2017 年 8 月 5 日・ANA CROWNE PLAZA 花梨　 46 回生（2005 年度卒）／ 2017 年
9 月 9 日・東天紅　 10 回生（1970年度卒）／ 2017 年 9 月 10 日・ホテル　ルブラ王山　 41 回生（2000年度卒）
／ 2018 年 2 月 3 日・カトリック布池教会　 54 回生（2013年度卒）／ 2018 年 2 月 17 日・Aoyama café



た ち ば な 第 21号

2017 年度 常任幹事会　役員名簿

役員紹介

2017 年度 在職教職員紹介

日本福祉大学付属高等学校　同窓会
〒 470-3233　愛知県知多郡美浜町奥田字中之谷 2-1
TEL（0569）87-2311　　FAX（0569）87-2312

同窓会報について
同窓会報「たちばな」は PDF 版でホームページに掲載しています。バッ
クナンバー、最新号とも同窓会ホームページでお楽しみください。

http://www.netnfu.ne.jp/koko-dosokai/

会　　長 小塚　光夫 1968 年度卒業
副 会 長 丸山　容子 1978 年度卒業
副 会 長 吉村　和幸 1984 年度卒業
会　　計 丸山　容子 1978 年度卒業
会　　計 迫田　真希 事務職員

常任幹事 福岡　正之 1971 年度卒業
常任幹事 富岡　隆治 1983 年度卒業
常任幹事 新美　滋啓 1987 年度卒業
監　　事 池田　修三 1962 年度卒業
監　　事 堀場　純矢 1993 年度卒業

顧　　問 丹羽　典彦 1960 年度卒業
顧　　問 岩本　憲之 校　長
顧　　問 山口喜久枝 教　頭
顧　　問 河合　良彦 事務長
常任幹事 酒井　俊作 1993 年度卒業

1 回生 昭和 35 年（1960 年）（佐藤　友彦）丹羽　典彦＊

2 回生 昭和 36 年（1961 年）桜井　敏寿
3 回生 昭和 37 年（1962 年）池田　修三＊

4 回生 昭和 38 年（1963 年）（山東　克彦）
5 回生 昭和 39 年（1964 年）吉田　孝仁、水野　義広、水野　孝安
9 回生 昭和 43 年（1968 年）大久利一男、小塚　光夫＊

12 回生 昭和 46 年（1971 年）河村　　昇、福岡　正之＊

14 回生 昭和 48 年（1973 年）山田　順子、青山　伸吉
15 回生 昭和 49 年（1974 年）水野　英子、古澤美代子
17 回生 昭和 51 年（1976 年）平瀬　哲則
18 回生 昭和 52 年（1977 年）中村　勝彦、鬼頭　和則、青山　智弘、

高木　真澄
19 回生 昭和 53 年（1978 年）丸山　容子＊、桂　佳男
20 回生 昭和 54 年（1979 年）高垣　　充
21 回生 昭和 55 年（1980 年）菊地　淳子
22 回生 昭和 56 年（1981 年）岡本　吉治
23 回生 昭和 57 年（1982 年）川瀬　克幸、（渡辺　美雪）
24 回生 昭和 58 年（1983 年）福井　政浩、榊原　京子、樋口　吉己、

富岡　隆治＊

25 回生 昭和 59 年（1984 年）古川　裕資、大井　智穂子、吉村　和幸＊

26 回生 昭和 60 年（1985 年）福地　充洋
27 回生 昭和 61 年（1986 年）松田　洋幸
28 回生 昭和 62 年（1987 年）小林　純穂、新美　滋啓＊

29 回生 昭和 63 年（1988 年）渡邊真理子
30 回生 平成 元 年（1989 年）仲野　　智、久田　里子
31 回生 平成 2 年（1990 年） 瀬尾　隆之、中野　ゆか
32 回生 平成 3 年（1991 年） 木俣　聖佳
33 回生 平成 4 年（1992 年） 冨田　達郎、竹川　寅之
34 回生 平成 5 年（1993 年） 岩田佳奈子、西　　将志、藤原　聡子、

堀場　純矢＊、酒井　俊作＊

35 回生 平成 6 年（1994 年） 白井　雅樹、（榎戸　幸子）
36 回生 平成 7 年（1995 年） 佐藤かおり、鶴長　泰輔

37 回生 平成 8 年（1996 年） 布目　達彦
38 回生 平成 9 年（1997 年） 尾之内　童、白石　優理、長谷川純子、

宮川　鮎美、寺澤　由紀
39 回生 平成 10 年（1998 年）市村　美和
40 回生 平成 11 年（1999 年）吉口　史晃
41 回生 平成 12 年（2000 年）鵜飼　健史、御手洗　旭、半田こすも
42 回生 平成 13 年（2001 年）江ノ上敦士＊、武田　恵子、廣瀬　美子
43 回生 平成 14 年（2002 年）大久利勇輝、山﨑由香里、佐々木諒真、

榎本　千香、長坂　創太、久野　達也、
堀田　瑞樹、深谷　愛美

44 回生 平成 15 年（2003 年）有馬　將太、今井　佐栄、神野　由貴、
田島由佳子、山下さなえ、野々垣聡子、
鈴木　警史、小野　七絵、内田　　愛、
小川　友子、宮澤　枝里、根崎　芳行、
小牧　直哉、相羽　優香、小山　奈未、
深谷　典子、榊原　　幸＊

45 回生 平成 16 年（2004 年）清水　大介、村上　辰之、山下　雄規、
中平　　猛

46 回生 平成 17 年（2005 年）北浦　　稔、塚田　康人、水谷佳那子、
菊地　宏晃、渡辺　拓也、舟橋　佑希、
古川　真帆＊

47 回生 平成 18 年（2006 年）永田　悦子、生田　卓也、竹内　　甫、
大河内　恵、小島　祐助、浜野　由莉

48 回生 平成 19 年（2007 年）鶴見　　匠、眞鍋智奈実
49 回生 平成 20 年（2008 年）沖田　昌紀、椎葉　　梢
50 回生 平成 21 年（2009 年）竹内　航太、小田ひとみ
51 回生 平成 22 年（2010 年）青山　聖恵、長屋亜矢子
52 回生 平成 23 年（2011 年）武田　　颯、梶原　裕子、浅井真莉子
53 回生 平成 24 年（2012 年）西保皓太郎、奥村　仁美、戸村　龍昇
54 回生 平成 25 年（2013 年）野田　将也、岩田　　唯、高橋　　克
55 回生 平成 26 年（2014 年）土屋　大悟、永野朱梨奈
56 回生 平成 27 年（2015 年）江頭　　渚、今村　聡志、鵜飼　里佳
57 回生 平成 28 年（2016 年）川本　龍馬、門脇　未羽

校　　長 岩本　憲之
校長特別補佐 内田　幹男
教　　頭 山口喜久枝
学　　監 平野　征人
教務部長 加賀　敏美
生活指導部長 日高　幸浩
同副部長 神谷　貴史

進路指導部長 松永　太志
渉外部長 今田　和弘
同副部長 宮東　靖浩
１学年主任 近藤美穂子
２学年主任 向井　直紀
３学年主任 岡部　道宣

青木　律子（英　　語）

石﨑　　摂（国　　語）

伊藤　克之（国　　語）

今田　和弘（地歴公民）

岩橋由美子（養　　護）

鵜飼　建吾（保健体育）

岡部　道宣（数　　学）

奥田　章子（英　　語）

加賀　敏美（数　　学）

神谷　貴史（保健体育）

河合理恵子（理　　科）

君塚　　麿（数　　学）

近藤美穂子（地歴公民）

榊原　智穂（英　　語）

重藤　信夫（英　　語）

清木　敦史（理　　科）

滝藤　基司（数　　学）

竹内　智司（保健体育）

武智　静香（保健体育）

田中　理恵（英　　語）

築田　　岬（養　　護）

中川　歩香（英　　語）

夏目　大輔（理　　科）

櫨　　秋晴（数　　学）

長谷川友紀（英　　語）

半田こすも（国　　語）

日高　幸浩（数　　学）

平尾佳奈子（国　　語）

松永　太志（地歴公民）

宮東　靖浩（理　　科）

向井　直紀（地歴公民）

森　あゆみ（国　　語）

安井　慎治（地歴公民）

山口喜久枝（国　　語）

山田　育世（情　　報）

山田　尚悟（地歴公民）

山本　常夫（保健体育）

櫻井　　彩（英　　語）

常任幹事 榊原　　幸 2003 年度卒業
常任幹事 古川　真帆 2005 年度卒業


