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　会員の皆様におかれましては、ますます御健勝にてご活躍のこととお慶び申し
上げます。このたび小塚光夫前会長の後任として、日本福祉大学付属高等学校同
窓会会長に就任することとなりました。微力ではございますが、皆様方のお力添
えをいただきながら、同窓会の発展を目指し努力してまいります。よろしくお願
いいたします。
　日本福祉大学付属高等学校は 2018年度に 60周年を迎え、昨年 10月には「日

日本福祉大学付属高等学校

「創立 60周年記念式典」開催 !!

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を開催しました !

会長
挨拶
本福祉大学付属高等学校創立 60周年記念式典」を開催しました。式典には知多半島の市長・町長・
教育長の皆様を始め多くの方々にご出席いただき、本校が舞台となった「世界でいちばん長い写真」
の上映会も行いました。

同窓会会長　宇都宮みのり（1984年度卒　25回生）

　日本福祉大学付属高等学校同窓会は、現在約 14,000 人の同窓生をもつ大きな組織となっています。母校のますますの
発展のためにも、今後とも同窓生同士がタテにヨコにつながり、お互いの活躍を喜びあえる場となるよう取り組んでまいり
ます。会員の皆様の本会の企画等への積極的参加をお願い申し上げると同時に、まだ会員ではない方のご加入を心よりお待
ちしております。

　5月 26日（土）PTA総会・後援会総会・文化講演会を開催
しました。今回は創立 60周年記念にふさわしく、卒業生の近
藤芳正さん（俳優）をお招きしました。ちょうど今、NHK「西
郷どん」や「半分、青い」に出演中であり注目されている方で
す。卒業して今日までの歩みや、当時の担任との対談などもあ
り、素顔も伺うことができました。名古屋時代同じ校舎で過ご
した方からは、「なつかしく感慨深いものでした」との感想を
いただきました。近藤さんから参加した生徒に「真面目である
ことは必要だが、きまじめはダメ、役者でも演技に幅が出なく
なる。少しくらいふざけた方がよい」などとメッセージを送っ
ていただきました。演劇部の生徒は先輩の言葉に大きな刺激を
受けたようです。 俳優の近藤芳正さん
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　10月 12日（金）東海市芸術劇場において創立 60周年記念式典を開催しました。式典には知事代理として私学振興室
長様を始め、知多半島の市長・町長・教育長の皆様、知多地区中学校の校長先生、私学の校長先生など多数の来賓の皆様に
参加いただきました。学園からは理事長・学長など大学関係者に加え、高校同窓会長・PTA会長・後援会長などに出席い
ただきました。和太鼓部の演奏で開会し、式典では校長・理事長の挨拶の後、知事（代理）・美浜町長・東海市長からご祝
辞をいただきました。生徒代表の誓いの言葉では 3年の石田理佳さんが誓いの言葉を述べてくれました。その後、小説家

誉田哲也氏の講演と本
校が舞台となった映画
「世界で一番長い写真」
の上映があり、監督の
草野翔吾さんも来てい
ただきご挨拶をいただ
きました。

創立 60周年記念式典を開催しました !

付属高校TOPICS

サッカー部 野球部

和太鼓部「楽鼓」 水泳部

2018年度は付属高校部活動飛躍の年でもありました。
いくつかの部活動成績を紹介します。

2018 年度付属高校部活動成績

愛知県2部リーグへ昇格
第 97回全国高校サッカー選手権大会　愛知県大会ベスト 8

愛知県高等学校総合文化祭郷土芸能専門部県大会　最優秀賞
第 43回全国総合文化祭佐賀大会　出場決定（28年連続）

愛知県高等学校新人体育大会水泳競技大会知多支部予選会
男子「フリーリレー」、「メドレーリレー」1位

第 100回全国高等学校野球選手権記念　東愛知大会ベスト 8
第 71回愛知県高等学校野球選手権大会ベスト 16

映画監督の草野翔吾さん岩本憲之校長 石田理佳生徒会長 小説家の誉田哲也さん
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2017 年度同窓会会計決算  
（収入の部）

項　　目 2017年度
予算額

2017年度
決算額 比　　較 備　　考

前年度繰入金 1,998,269 1,998,269 0 

入会金収入 775,000 775,000 0 入会金（@5000× 181名）
会費・寄付金収入 50,000 121,745 71,745 
利息収入 16 18 2 銀行利息（普通預金のみ）

合　　計 2,823,285 2,895,032 71,747

（支出の部）
項　　目 2017年度

予算額
2017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 
雑費 10,000 642 -9,358 残高証明書手数料

会議費 250,000 41,106 -208,894 ＊会議運営費（通信費、会議費、交通費）
幹事会 60,000 15,000 -45,000 1 回
常任幹事会 90,000 26,106 -63,894 5 回
委員会 100,000 0 -100,000 

事業費 1,285,000 674,126 -610,874 ＊各事業運営費

文化講演会 200,000 28,449 -171,551 三団体合同文化講演会負担分

会報発行 550,000 498,927 -51,073 印刷費、発送作業費、発送料
交流企画 100,000 23,540 -76,460 ゆりのき祭企画
ホームページ運営 250,000 0 -250,000 委託費
特別給付奨学金 0 0 0 積立拠出
新会員記念品 80,000 72,198 -7,802 卒業証書ファイル贈呈
同期会支援金 105,000 51,012 -53,988 1970 年度、2011年度

備品費 0 0 0 パソコンリース料
予備費 1,188,285 0 -1,188,285 
支出合計 2,823,285 715,874 -2,107,411 
次年度繰越金 2,179,158 2,179,158 

合　　計 2,823,285 2,895,032 71,747

周年事業積立金  

2018 年度同窓会会計予算  
（収入の部）

項　　目 2018年度
予算額

2017年度
予算額 比　　較 備　　考

前年度繰入金 2,179,158 1,998,269 -180,889 

入会金収入 700,000 775,000 75,000 入会金（@5000× 140名）
会費・寄付金収入 100,000 121,745 21,745 
利息収入 0 18 18 銀行利息（普通預金のみ）

合　計 2,979,158 2,895,032 -84,126

（支出の部）
項　　目 2018年度

予算額
2017年度
予算額 比　　較 備　　考

事務費 10,000 642 9,358 ＊業務費
消耗品費 0 0 0 
印刷費 0 0 0 
通信費 0 0 0 
雑費 10,000 642 9,358 残高証明書手数料

会議費 60,000 41,106 18,894 ＊会議運営費（通信費、会議費、交通費）
幹事会 20,000 15,000 5,000 1 回
常任幹事会 30,000 26,106 3,894 3 回
委員会 10,000 0 10,000 

事業費 730,000 674,126 55,874 ＊各事業運営費

文化講演会 200,000 28,449 171,551 三団体合同文化講演会負担分

会報発行 300,000 498,927 -198,927 印刷費、発送作業費、発送料
交流企画 50,000 23,540 26,460 ゆりのき祭企画
ホームページ運営 0 0 0 委託費
特別給付奨学金 0 0 0 積立拠出
新会員記念品 80,000 72,198 7,802 卒業証書ファイル贈呈
同期会支援金 100,000 51,012 48,988 1970 年度、2011年度

備品費 0 0 0 パソコンリース料
小計 800,000 715,874 84,126 

予備費 1,079,158 0 1,079,158 
周年事業積立金 1,100,000 0 1,100,000 
支出合計 2,979,158 715,874 2,263,284 
次年度繰越金 0 2,179,158 -2,179,158 

合　　計 2,979,158 2,895,032 84,126

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

2018 年度 事業活動報告

学年同窓会報告

会計報告

21 回生（1980年度卒）／ 2018年 11月 3日・木曽路名古屋駅店
27 回生（1986年度卒）／開催予定
57 回生（2016年度卒）／ 2019年 3月 10日（予定）・MEAT WINTRY

（収入の部）
項　　目 2018年度

予算額
2017年度
決算額 比　　較

前年度からの繰越 0 0 0 
一般会計からの積立 1,100,000 0 1,100,000 

計 1,100,000 0 1,100,000

（支出の部）
項　　目 2018年度

予算額
2017年度
決算額 比　　較

周年事業費 1,000,000 0 1,000,000
次年度への繰越 100,000 0 100,000

計 1,100,000 0 1,100,000

前年度繰入金内訳　次年度繰越金内訳
定期預金（三菱UFJ銀行） 1,500,000 0
普通預金（三菱UFJ銀行） 679,158 2,057,413
〃（ゆうちょ銀行） 0 121,745

合　　計 2,179,158 2,179,158
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2018 年度 常任幹事会　役員名簿

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 宇都宮みのり 1984 年度卒業
副 会 長 吉村　和幸 1984 年度卒業
副 会 長 石垣　孝浩 1984 年度卒業
副 会 長 岩本　憲之 校　長
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
常任幹事 永井久美子 1984 年度卒業
常任幹事 古川　真帆 2005 年度卒業
顧　　問 小塚　光夫 1968 年度卒業
顧　　問 丹羽　典彦 1960 年度卒業

顧　　問 山口喜久枝 教　頭
顧　　問 河合　良彦 事務長
顧　　問 重藤　信夫 校内担当教員
顧　　問 今田　和弘 校内担当教員
監　　事 堀場　純矢 1993 年度卒業

2018 年度 在職教職員紹介
校　　長 岩本　憲之
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
同副部長 岡部　道宣

渉外部長 今田　和弘
同副部長 宮東　靖浩
１学年主任 竹内　智司
２学年主任 近藤美穂子
３学年主任 向井　直紀

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）

河井美那子（国　　語）
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）
櫻井　　彩（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）
中川　歩香（英　　語）
夏目　大輔（理　　科）
櫨　　秋晴（数　　学）
長谷川友紀（英　　語）
速水　聖矢（保健体育）
半田こすも（国　　語）
日高　幸浩（数　　学）
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　夏帆（国　　語）
山田　尚悟（地歴公民）
山本　常夫（保健体育）

監　　事 榊原　　幸 2003 年度卒業
会　　計 丸山　容子 1978 年度卒業
会　　計 竹内　裕賀 事務職員

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

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


